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独立行政法人産業技術総合研究所 平成２１年度業務実績評価（案）      資料１－２ 

１．総合評価 

評定結果 
○（・・・                                              ） 

１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ 

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定 

業務運営の効率化（２０％） 

サービスの質の向上 

研究開発マネージメント（２０％） 

鉱工業の科学技術研究（２５％） 

地質の調査（５％） 

計量の標準（５％） 

情報公開等（５％） 

財務内容（２０％） 

① 
 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 

①×２０％＋②×２０％＋③×２５％＋④×５％＋⑤×５％ 

＋⑥×５％＋⑦×２０％ ＝   点 
 

総合評価のポイント 

【算定式のウエイト】 

「サービスの質の向上」は、全体で６０％とし、以下の５つの柱に分割し、各々

の業務分類毎にウエイト付けしている。戦略的な研究成果の推進や国の政策との

整合性を取るための項目である、①質の高い研究成果の創出とその活用のため講

ずる方策は２０％、研究開発等業務に関しては、第２期中期計画の研究等の業務

分類毎に５％を割り当て、具体的には、②鉱工業の科学技術の研究２５％、③地

質の調査５％、④計量の標準５％とした。また、情報公開やその他の業務にかか

る項目は５％とした。 

 「業務運営の効率化」および「財務内容の改善」は前年度同様２０％としている。 

 

【総合評定】 

○巨大な組織であるにもかかわらず、絶えず研究戦略に応じて組織の改廃を行うと

ともに、トップと一般研究者、職員とのコミュニケーションを頻繁に行うことに

よって、当初の目標であったフラットな組織作りに向けて努力を続けている。 

○また、産業界のニーズに敏感に対応し、産総研イノベーションスクールによる人

材養成を実施する一方、技術研究組合への参画により、研究成果の早期の実用化

を目指す努力も行っている。 

○ロボットの安全性研究、植物工場の実証、ナノテク研究の知的財産化をはじめ、

研究成果が継続的・発展的に拡張している。 

○第２期中期計画期間の最終年となり、組織、研究基盤も見直し、改革により充実
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したものになり、当該年度での研究成果も世界レベルのものも多く出、成果の実

用化等社会貢献も実績を挙げて来ている。 

○産総研のミッションに対する職員の意識の共有化も進み、着実に実行に移され、

多くの優れた実績が挙がっている。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○産業競争力の強化、イノベーション創出力が関心を高め、我が国におけるその中

核研究開発拠点としても産総研は期待されている。組織変革を含め、研究開発実

績は着実な進展が見られるが、世界でのトップ、リーダーと自他共に認められる

レベルであるかという点で充分ではなく、一層の業務内容の内部検証、戦略の構

築、研究開発の実用化・事業化牽引への努力が必要であると思われる。 

○産総研のミッションは着実に移され、数多くの優れた実績が挙がっている。産総

研は、我が国の基礎研究と産業を結ぶ本格研究を担う、特別な研究機関であるが、

その認識は、多くの職員の間に浸透して来ており、社会の要請に応じた活動が展

開されている。さらに日本の科学・技術の基礎を築き、産業技術力を高めるため

に、一層の努力と新たな挑戦が期待される。 

○産総研の平成２１年度の活動は、国の有数な研究所として求められている成果に

おいて従来と同様高い水準の結果を出しており、組織のパフォーマンスに対する

信頼感は高い。なお、今年度は本研究所を含む独立行政法人組織に対する厳しい

批判と評価があったが、誠実かつ着実に対応しており評価できる。一方外部から

の批判に対応した組織や運用システム改革に対するエネルギーが過度に高まれ

ば、組織のパフォーマンスに悪影響が出ることも懸念されるため、内部統制への

努力と職員のモラル維持のバランスに配慮しつつ、効果的な改善策の検討が望ま

れる。 

 

（注）各事項のウエイトは法人ごとに算定。評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、ウエイト付きの点数をＸとす

ると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5としている。 
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２．業務運営の効率化 

評定結果 
○（・・・） 

１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ｃ、２０年度：Ｂ 

評価のポイント 

○設立されて２年目になったコンプライアンス推進本部を中核としたリスク管理、法令順守等の活動は、全職

員の参加の下で、ＰＤＣＡサイクルが着実に実行されることにより、充実しつつあり、現在の体制は他の機

関のモデルともなる優れたものとなっている。 

○また、一般管理費については３％、業務経費は１％の削減を行うとともに、人件費削減も平成１７年度比４％

を達成するなど、経営効率化に向けた目標数値をほぼ達成している。また、組織の改廃も積極的に実行して

おり、組織全体を活性化させる努力を続けている。 

 

＜総論＞ 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．産総研に対するニーズに沿った研究を効率

的に実施し、その成果の最大限の普及を図るため

に経営機能の強化を図るとともに、組織の社会的

責任を果たすための法令遵守体制を一層強化す

る。  

研究支援業務に関し、業務フローの見直し  

を図るとともに旅費、給与関連等の業務のアウ

トソーシングなどを通じた業務量の節減を行

い、研究実施部門も含めた組織運営の一層の効

率化を実現する。また、全職員に対する管理部

門の職員の比率を、職員配置の適正な集中と分

散を通じて低減させる。 

＜主な実績＞ 

【経営機能の強化、法令遵守体制等】 

○コンプライアンスなどに係るリスク管理のＰＤＣＡサイクルを着実に遂行し、リスク管

理活動の向上を図るため、研究ユニット、地域センター及び研究関連・管理部門等にお

いて、年二回のリスク管理活動プランの策定とその自己評価を実施した。また、これら

情報の共有を図るため、各部門等において参考となる取り組みを取り纏めて、産総研イ

ントラへ公開した。 

○環境・安全マネジメントシステムを全ての事業所（一部除く）で運用開始した。各事業

所の事務局を対象に内部監査講習会を開催するとともに、内部監査を実施した事業所の

改善点、評価点を情報共有することで各事業所間の運用レベルの均一化を図った。また、

全国の安全衛生管理担当者を対象に開催した外部講師によるマネージメント研修や担当

者会議を通じて、マネジメントシステムを効果的かつ継続的に推進するための体制整備

を図った。 

○ダイバーシティ・サポート・オフィスの事務局として、キャリアカウンセリング業務や

女性のキャリア形成や意欲触発を目的としたセミナーの主催を行い、女性研究者支援・

子育て支援を推進した。これらのサービスの参加機関への提供や合同シンポジウム・合
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同セミナー開催を通し、連携を強化した。ダイバーシティ・サポート・オフィス参加の

6機関の長による共同宣言「6研究教育機関による男女共同参画宣言」を発表した。平成

21年度茨城県子育て応援企業表彰「優秀賞」を受賞した。 

 

【組織運営の効率化】 

○人件費削減については、総人員数の管理及び定期昇給幅抑制（平成 22年度までの普通定

期昇給を 1号俸抑制等）により、平成 17年度比で△4.0％を達成した。 

○保有資産の融通（リサイクルシステムの活用）による有効活用、広報事業、購入雑誌の

見直しによる広報経費、図書経費の削減、研究関連・管理部門の旅費、消耗品等経費の

節約による削減などにより一般管理費については前年度比 3%以上、業務経費については

前年度比 1%以上の効率化を実施した。 

○平成 20年度策定の「研究関連・管理部門等の業務・組織・制度の見直しの方向性」でと

りまとめた項目を着実に実施し、業務効率化を進める中で、管理部門職員の全職員に対

する比率の引き下げに努めた。 

○適切な調達業務の遂行を図るため、一般競争入札等における十分な公告期間を定め、公

告、説明書及び提出様式一覧の記載事項について標準仕様を作成し、全国の調達担当者

に周知した。また、入札説明書にアンケート用紙を添付し、入札に参加できない場合は

その事由等を聴取した。さらに、競争性の確保の観点から、一般競争に係る入札書の提

出期限を開札日の前日までとし、開札時まで応札参加者数が分からない手法を講じ、契

約の競争性の強化を図った。 

○「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11月 17日閣議決定）

に基づき競争性のない随意契約の更なる見直し及び一般競争入札等の競争性の確保のた

め、外部有識者等によって構成する契約監視委員会を 12月 24 日に設置し、平成 21年度

末までに契約の点検・見直しを行った。 

 

＜評価＞ 

○業務運営全体の効率化に係る指標は、すべて目標（値）を達成している。とりわけ人件

費の削減は計画値を大きく上回り、また、地域センターでの管理部門職員数の大幅な削

減は特筆される。 

○運営交付金の使用については、一般管理費は３％、業務経費は１％の削減を行っている。
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また、人件費削減もほぼ目標数値を達成している。そのほか、組織の改廃も積極的に実

行しており、組織全体を活性化させる努力を続けている。 

○業務運営の効率化に向けた取り組みは、概ね着実に成果を挙げている。 

○研究予算配分、指摘された課題に対する対応等の面において、誠実かつ確実な対応策を

講じている。限られた研究予算の配分における組織目的に沿った配分、評価を前提とし

て配分など、国の研究所としてのガバナンスを確保した運用が強化されており、望まし

い方向に進んでいる。コンプライアンス面、契約の合理化・透明化の面でも、適切な措

置をとっており、誠実な対応と思料される。 

○職員の能力向上のための、柔軟な人事制度や多様なキャリアパスの確立の取り組み、さ

らに研修制度や表彰制度は、職員の意識を向上させ、優れた人材の確保と育成に役だっ

ている。また、保育と介護支援による男女共同参画の取り組みも成果を挙げている。安

全衛生管理体制の見直しと、監理、教育等の徹底により、環境・安全マネージメントや

業務運営の効率化が図られている。 

○業務・システムの最適化も進められ、合理化への努力がなされている。内部統制につい

ても、全職員の参加の下で、リスクに対する組織的取り組みを明確化し、組織としての

信頼関係を構築すべく努力している。官民競争入札等についても、大きな改善努力がな

されており、特段の問題はない。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ （Ｂ） 

 

 

２．業務・システムの最適化【必須】 ＜主な実績＞ 

○平成１９年度に公表した「産総研ネットワークシステムＡＩＳＴ－ＬＡＮ」および「イ

ントラネットシステム」の両最適化計画の工程表に沿って、最適化措置を平成２１年度

も実施した。 

○次期情報システム（新イントラネットシステム）を平成 21年 8月に稼働開始させた。新

イントラネットシステムの稼働により、グループウェアや全文検索システムによる所内
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情報共有機能が強化された。 

○また、新会計システムにより、予算の支出予約機能を初めとする予算管理機能や財務デ

ータを研究所経営に利用するための管理会計機能が充実した。新人事給与システムのデ

ータベース強化により、定型／非定型の人事給与情報が検索できる等、業務管理の高度

化が進展した。さらに、研究テーマデータベースシステムの構築により、研究資源の投

入状況や研究成果の実現状況等、研究実施状況の一元的把握機能が整備された。 

○法人文書開示請求にかかる電子申請システムを廃止（H21.9.3）し、新たな方法として、

産総研公式ホームページから法人文書開示請求ができる窓口を設置した。（H21.10.30） 

情報公開窓口の円滑な運用を引き続き行うとともに、開示請求及び問い合わせ等に対し、

関係部門等と調整し、適正かつ迅速に対応した。（法人文書開示請求 9件、問い合わせ 

252件） 

 

＜評価＞ 

○平成２１年の取り組みは、ほぼ妥当と考えられる。 

○「ネットワーク」については、利便性や可用性の向上に取り組んでいる。保守費用軽減

（約２千万円）を実現している。 

○「イントラネット」については、柔軟性の確保、機能強化、セキュリティの向上を実現

している。具体的には、平成２１年８月に稼働し、検索機能の充実により業務の高度化

と効率化がなされている。また、イントラネットシステムに加え、会計システム、人事

給与システムなどを統合した次期情報システム（包括フレームワークを適用）も稼働し

たことから、業務のより効率化・高度化の実績を期待する。 

○研究テーマデータベースは、単に情報の一元的把握に留まらず、課題の重複を避け、重

点化するツールになる一方、人員の評価・処遇・人事配置等にも充分活用してほしい。 

○利用の尐なかった行政手続きのための電子申請システムを廃止し、業務の効率化を図っ

た。 

○電子申請システムは会計検査院の指摘を踏まえ、外部有識者も参加した検討委員会で検

討され、廃止とした経緯、結果は妥当である。 

○電子申請システムについては、実用実績がなかったことから、２１年度以降これを廃止

し、利用者の利便性を考慮して、電子メールによる申請窓口を設置した。利用者からの

評判は良好である。 
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＜指摘・コメント＞ 

○業務・システム最適化に向けた計画の策定、実施は不可欠であるが、情報処理技術、ま

た関連する分野の環境変化も著しく、常にそうした変化を先取りするような対応が必要。 

○ネットワーク保守方式の見直しによる保守費用の軽減は評価できる。また、電子申請シ

ステムの廃止決定は、過去の決定にとらわれない決断は評価するが、今後は決定前の十

分な検討を求めたい。 

○電子申請システムの廃止については、その運用休止の判断は妥当なものと思われるが、

なぜ、利用実績がなかったのかについての精緻な解析を行うことで、導入の導入ミスを

回避することに務めて欲しい。また、今後は導入前に十分な検討をしていただきたい。 

○特筆すべきは、電子申請システムの廃止についてだが、その運用休止の判断は妥当なも

ので、なぜ利用実績がなかったかについての精緻な解析を行うことで、同種の導入ミス

を回避することに努めて欲しい。 

○電子システムの導入そして廃止については、国の方針にしたがった対応であったと推察

するが、何故利用実績がなかったか、そうした見込みが事前に予見できなかったか等、

厳しい検証が必要であり、そうした反省を今後の施策には活かすことが望まれる。 

 

３．内部統制【必須】 ＜主な実績＞ 

○コンプライアンス推進本部の報告等に対する、外部委員を含むリスク管理委員会の委員

からの意見や助言を踏まえて、①報道機関への対応窓口を広報部へ一元化するなどの各

研究関連・管理部門におけるポジション整備や、②行動者目線での原因究明として事故

当事者の心理状態の把握を試みるなどのリスク顕在化対策を強化した。 

○平成 20年度に実施した「コンプライアンス」研修の際に寄せられた職員からの意見等お

よび最近の事例等を盛り込んで研修資料を作成し、「コンプライアンス」研修を実施した。 

○職員一人一人のコンプライアンスに対する意識を高めるため、参加型による「コンプラ

イアンスに関するセルフチェック」を２回実施し、基本的な考え方の再認識を促した。 

○業務を遂行するうえで最低限知っておく必要がある主な事項について取りまとめた「コ

ンプライアンスの道標」を作成し、職員等ひとりひとりがコンプライアンス意識を高く

もって行動するよう促した。 

○ヒアリング中心の内部監査に加えて、個別の業務に係る内在リスクの管理状況及び残存
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リスクの把握と、研究等の現場における対応状況及び課題の抽出を中心とする監査に重

点を移し、リスク管理活動のモニタリングの効果を高めた。 

 

＜評価＞ 

○コンプライアンス推進体制については、不適切事例を契機として、徹底的に見直し、今

プライアンス推進本部を設立するとともに、規程類の整備、研修体制の確立、リスク管

理に係る企画、立案、総合調整等を円滑に実施できるシステムを構築した。その他、会

計上の不祥事が発生しないようにするシステムも構築した。 

○副理事長をトップとする推進本部を作り、全職員の参加の下で、リスクに対する組織的

取り組みを明確化し、組織としての信頼関係の構築に努力した。現在の体制は、他の機

関のモデルともなる優れたものとなっている。 

○内部統制に関する種々の取り組み、また改善法等、妥当であると思われる。常にオープ

ン（公開）原則、参加者意識の堅持、理事長をトップとした明確な意思決定・実施体制

作りが不可欠であり、そうした取り組みは十分なされていると評価している。 

○平成２０年度に抜本的に見直された「コンプライアンスの推進」と「リスク管理」体制

は、２年目に入りより充実が図られたと評価する。 

○リスク管理体制も抜本的に再構築され、より充実したと判断できる。特に自己評価を取

り入れたリスク管理のＰＤＣＡの実行、モニタリングの実施など一連の取り組みを高く

評価する。実際、一般事故数も着実に漸減している。 

○研究予算決定に際して現場からのボトムアップと、理事長のリーダーシップに基づく組

織戦略に沿ったトップダウンの二元体制にしていることはバランスの取れた方式であ

る。また、組織のミッションを役職員に徹底する仕組みが確立、運営されていることは

好ましい。また、過去の不祥事を糧としてコンプライアンス体制を徹底しその実質的な

運用を図っていることも評価して良い。 

○理事長主導の体制の中で、人事、組織、給与について十分にインプリメントされている。 

○理事長のリーダーシップの下、フラットな組織作りを目指してきているが、第二期にお

いては、これがかなりスムーズに出来るようになっている。また、理事長と部門長との

対話も頻繁に行われ、これによってフラットな組織作りの実績がより顕著になっている。 

 

＜指摘・コメント＞ 
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○コンプライアンス推進本部は、副理事長を本部長とし、担当理事の明確化や関連する部

署が一元化された組織である。推進本部の各室の業務や使命も明確で、各部署や職員の

コンプライアンスに関する取り組みを支援する仕組みが整っている。今後も副理事長の

もと各室が緊密な連携をもって運営されることを期待する。 

○コンプライアンス推進が「押しつけ」にならぬように「参加型」の活動が中心になって

いることは高く評価される。コンプライアンス研修も昨年度の結果を踏まえての改善が

なされている。全職員参加のセルフチェックも優れた企画である。マンネリにならぬよ

う毎年工夫を重ねて全職員へのコンプライアンスの定着を図って欲しい。 

○過度の内部統制によって職員が萎縮し、パフォーマンスが低下したり、またコンプライ

アンスのための過度な内向きエネルギーと経費増を惹起せぬよう、バランスのとれた社

会的常識に基づいた運用を望みたい。 

４．官民競争入札等の活用【必須】 ＜主な実績＞ 

○研修業務のアウトソーシング等について集中した検討を行うため、平成 21年 7月に業務

効率化推進室を設置し、実施計画を取り纏めた。 

○施設整備業務のうち補修（緊急修繕）については、その都度契約を行う方式から 100万

円未満の尐額な案件を施設設備に係る保守の請負契約に含める方式に見直した。これに

より補修（緊急修繕）契約業務量の約 90％削減、及びより迅速な補修対応を実現した。

さらに、施設建設・改修工事等については、これまで設計・施工・監理を個別に発注し

ていたが、品質の確保と工期短縮を図るため、耐震補強工事をモデルとした一体的な発

注方式への見直しを行うとともに、総合評価方式を取り入れた。 

 

＜評価＞ 

○官民競争入札については、研究支援業務の質の向上と業務の効率化の推進のため、定型

的業務をアウトソーシングする方針を推進している。随意契約の見直し、競争性、透明

性の確保も、着実に進行している。 

○研究業務の質の向上と効率化のため、定型的業務のアウトソーシング化は、平成１９年

度から一層実施がなされている。施設の維持管理業務に関しては、平成２１年度から段

階的直接契約から請負契約に移行されている。 

○施設整備業務については、一般競争入札による請負契約のアウトソーシングに積極的に

取り組んでいる。第３期に向けては、さらにこの方向を徹底することとしている。また、
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施設の改修については、尐額な案件については、年間保守の請負契約に含める方式に見

直し、業務の効率化を図った。さらに、施設建設・改修工事等については、設計・施工・

監理の一体的な発注方式とし、同時に総合評価方式の一部導入も試みた。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○業務のアウトソーシングに関しては、法規的視点、また弾力的な運用にも配慮すべきで

あろう。 

○随意契約は以前に比し大幅に減尐し、大半の契約が競争入札に移行していることは評価

すべきである。ただ一者入札の割合が高いことから、今後その低減にむけた一層の工夫

を望みたい。また、施設整備・補修業務においては契約方式の見直しにより契約数の大

幅削減、工期短縮等の効果が出ており評価したい。 
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＜入札・契約に関する事項＞  
 

個々の評価事項について 
当該年度の評定がＢとなる基準 

平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

入札・契約の適正化【必須】 ＜主な実績＞ 

○「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）

に基づき、競争性のない随意契約の更なる見直し及び一般競争入札等の競争性の確保の

ため、外部有識者等によって構成する「独立行政法人産業技術総合研究所契約監視委員

会」を 12月 24日に設置し、平成 21年度末までに契約の点検・見直しを行った。 

○平成２０年度について選定した１０８件を点検した結果、既に競争性のある契約に移行

したものについては妥当であると判断されたが、残りの案件については、更に競争性の

ある契約に移行できるものもあるのではないかとの指摘がなされ、これを受け鋭意改善

の努力を行うことになった。 

委員会での点検内容及び指摘事項 

１．随意契約を継続しているものについての妥当性の確認 

   平成２０年度選定随意契約１０８件のうち２３件、複数年度選定随意契約５件のう

ち２件を抽出選定し点検 （何れも随意契約理由が「個別判断によるもの」を抽出） 

＜指摘事項＞ 

   →国の区分表に準じた判断がなされており、妥当であると判断。（指摘なし） 

２．競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行可能性 

   平成２０年度選定随意契約１０８件（全件）を点検 

＜指摘事項＞ 

   →すでに競争性のある契約に移行している案件（１３）件については妥当であると

判断。 

   →更に競争性のある契約に移行できるものがあるのではないか。 

３．真に競争性が確保されているかの確認 (一者応札・応募の見直し） 

  ・平成２０年度契約（一者応札関係）２，１９４件を類型化し、外部委員により抽出

選定されたリスト６４件を点検 

  ・平成２１年度契約（平成２２年２月１日以降契約締結予定案件）９８件を点検 

＜指摘事項＞ 



 

12 

   (1)契約方式を変更せず、条件等による見直し 

   →調達情報をより詳しく公表したほうが応札者にとって有用ではないか。 

   →調達計画をわかる範囲で公表するなどの対応が有用ではないか。 

   (2)契約方式の見直し 

   →調達内容によっては、一般競争入札契約から企画競争契約に、公募随意契約から

一般競争入札契約にした方がよいものがある。 

   →導入後に後年度負担を伴うものはなるべく当初に総合評価方式で導入するなど、

全体として効率的な調達を推進すべきではないか。 

   (3)その他の見直し 

   →説明会に参加した者が応札・応募をしなかった理由を把握・分析して、その後の

調達に生かす必要があるのではないか。 

   →予定価格の作成に当たっては、契約案件ごとのデータを収集、蓄積しておくとよ

いのではないか。 

   →継続性のある実験を伴うような契約案件について、信頼性や整合性の担保をどこ

まで重要視すべきか検討すべきではないか。 

   →研究機器の候補選定及び仕様決定を行うに当たっては、責任を明確化すべきでは

ないか。 

   →契約審査体制を充実させるため、契約審査に技術の専門家を加える等により、よ

り一層の厳格化を図るべきではないか。 

○これらを踏まえて、随意契約等見直し計画を策定 (平成 22 年４月公表）し、真にやむ

を得ないものを除き、速やかに一般競争入札等に移行することとした。 

 

 

 

 

○さらに、一者応札・一者応募の問題についても見直しを図った。具体的には、入札、公

募公告に仕様概要を記載し、出来るだけ迅速に詳細情報を公表すること、入札・公募の

辞退者にアンケート調査を実施し、辞退理由を分析した上で、その結果をその後の調達

に活用するようにするほか、外部から採用する技術の専門家の契約審査に関与させるこ

とによって、使用内容・調達手段についての技術的妥当性の検討を充実強化させること

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

競争性のない随意契約 108 5,681,078 62 3,778,888

平成２０年度実績 見直し後
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とした。 

○また、適切な調達業務の遂行を図るため、一般競争入札等における十分な公告期間を定

め、公告、説明書及び提出様式一覧の記載事項について標準仕様を作成し、全国の調達

担当者に周知した。さらに、競争性の確保の観点から、一般競争に係る入札書の提出期

限を開札日の前日までとし、開札時まで応札参加者数が分からない手法を講じ、契約の

競争性の強化を図った。 

 

＜評価＞ 

○入札・契約の適正化に向けて、様々な観点から点検と見直しを行い、随意契約や一者応

札への対応を推進している。高度な研究を行う機関であるため、随意契約でなければ対

応が難しい契約や、一者応札が不可避である契約も存在するが、早い時期から仕様概要

を公表し、調達情報を詳細に公表することなどによって、民間企業がそれらへ対応でき

る可能性を広げるなど、努力していることは評価できる。 

○契約に関わる「契約事務取扱要領」および「委託研究規程」は国の基準に改正され、平

成２０年４月より実施され、これらはホームページ等で公表することにより、公正さと

透明性を確保している。随意契約に関わる情報も公式ホームページで公表し透明性の確

保に努めている。 

○競争性のない随意契約は、平成２２年４月の計画公表後、件数、金額とも平成２０年度

実績を大幅に減尐している。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○「契約監視委員会」の提言に従い、一者応札の改善に向けた様々な工夫が実施され始め

た。一者応札の（予定価格に対する）落札率が１００％に近く、複数者応札の落札率は

かなり低い実績をふまえて、複数者の入札の拡大に努めて欲しい。 

○随意契約は、従前に比し、大半が競争入札に移行し適切な対応をとっている。一者入札

の割合が高いとの指摘を受けた点についても、移行期ゆえやむをえない事情があるもの

の、提言実現にむけて、契約監視委員会の設置、公告方法の改善等様々な取組みを実施

しており努力は認められる。ただし専門研究分野での契約も多く、実際に一者入札とな

る可能性が高い事情も考慮されるべきである。 

○関係会社との随意契約に関して、ＴＬＯ等、情報共有や秘密保持契約等の必要性から随
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意契約が一般的な業態のものについて競争入札に移行しているが、本来随意契約が必要

であればそれを維持すべく対外的に十分な説明をしてゆくことも検討すべきである。 

（参考１）契約に係る公表の基

準の整備及び実施状況 

 

 

○ 契約に係る公表の基準については、「契約事務取扱要領」及び「委託研究規程」を国の基準と同様に改

正し、平成 20年 4月より実施している。 

○ 上記規程類に基づき、契約に係る情報を競争入札においては国と同様の期限内（契約を締結した日の翌

日から起算して 72 日以内）に、随意契約においては毎月取り纏めの上、産総研ホームページにおいて

公表している。 

（参考２）契約に係る規程類の

整備・公表状況及び当該規程類

の適切性 

 

○ 随意契約によることができる限度額の基準を定めた「契約事務取扱要領」を国の基準と同様に改正し、

平成 20 年 4月より実施している。また、同基準については産総研ホームページにおいて公表している。 

○ 予定価格の作成の省略に関する取扱についても国と同様の基準とすべく「契約事務取扱要領」の改正手

続きを行い、平成 21年 4月から実施している。 

（参考３） 

契約の適正実施確保のための

取組状況 

 

○ 契約事務取扱要領を改正（H20.4.1 施行）し、随意契約によることができる限度額の基準を国の基準と

同様にし、真にやむを得ない随意契約以外は、競争入札又は公募による契約手続きとした。 

○ 企画競争、公募を行う場合でも一般競争入札の手続きに準じ、公募内容を産総研ホームページに公告し、  

公告期間を企画競争は最低 22日以上、公募においても 14日以上として競争性確保に努めた。また、尐

額契約案件については、見積依頼から提出期限の日数ルールの明確化、見積依頼・提出用ボックス設置

等により、平成 20年度から効率的に実施。 

○ 随意契約による場合であっても以下のとおりより一層適正な契約となるよう実施している。 

  ・真にやむを得ない随意契約を行う場合は、原則、国における「公共調達の適正化」の（競争性のない

随意契約によらざるを得ない場合）に準じて実施し、選定理由の妥当性等について調達担当者、担当

室長及び契約担当職による審査を行っている。 

  ・公募による随意契約を行う場合は、公募理由の妥当性等について調達担当者、担当室長及び契約担当 

   職による審査を行い、産総研ホームページにおいて公募公告を行っている。 

  ・企画競争による随意契約を行う場合は、企画競争の妥当性等について調達担当者、担当室長、契約担

当職及び財務会計部門長による審査を行い、産総研ホームページにおいて企画競争公告を行ってい

る。また、企画競争応募者の企画提案書の審査及び業者選定については、要求内容に適した審査項目

等を設け請求ユニットの審査委員会により審査を行っている。 

  ・政府調達による契約（1,700 万円以上）の場合は、全案件を契約審査委員会において審査をし、政府

調達の協定に基づき適正に手続きを行っている。なお、政府調達の協定で認められている随意契約を

行う場合であっても、事前に公募により参加できる業者が他にいないかを確認したうえで、随意契約
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を締結する旨の官報公告を行っている 

○ 政府調達制度に該当する案件については、契約審査委員会において仕様書、契約方式、技術審査等の審

査を行っている。 

○ 契約事務の一連のプロセスは、請求部門の長による決裁後、調達担当において内容を精査し、入札・公

募公告の公表時、予定価格調書作成時及び契約締結時において、それぞれ担当室長の決裁を受け、契約

担当職（調達部長等）が最終的に決裁を行なっている。なお、事務の専決処理に関する規定に基づき、

２００万円以下の案件に限り、調達部調達各室長等において専決処理ができることとしている。 

○ 随意契約を行おうとする場合は、財務会計部門、研究環境整備部門又は産学官連携推進部門の承認を得

なければならないこととし、「公共調達の適正化について」（平成１８年８月２５日財計第２０１７号）

等に従って、随意契約を認めることが適当か否かを審査している。(産総研行政支出見直し計画 平成

２１年６月１２日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 競争が成立すると想定される業務内容か。

② 価格を一つの指標とした競争になじむ業務か。

③求める成果物が明確であり、事業者の能力、技術
力等によって成果物に差がつくことのない業務か。

競争入札
（最低価格）

事業者の創意、工夫等
により成果物に相当の
差が生じる業務であり、
工事、情報システム、
調査、広報等に関する
業務。

④仕様書に加え、事業者の能力等
を客観的に評価できる基準等を入札
参加資格に付することで、成果物の
質を維持しうる業務か。(技術審査)

競争入札
（総合評価）

企画競争による
随意契約

競争入札
随意契約最低価格

総合評価

事業者のアイデア
や技術力等を競
争させることで更
なる成果の実現が
期待できる業務。
（試作品）

② 競争が成立しないと想定されるが
下記の類型にあてはまるか。

＜真にやむを得ない随意契約の範囲＞

①契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

②当該場所でなければ業務を行うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

③電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提
供を受けるもの（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る）

④郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの）

⑤再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合におけ
る出版元等からの書籍の購入

⑥官報の印刷

③公 募手 続 き

複数者の場合 １者のみの場合

YES

NO
① 競争が成立すると想定される業務内容か。

② 価格を一つの指標とした競争になじむ業務か。

③求める成果物が明確であり、事業者の能力、技術
力等によって成果物に差がつくことのない業務か。

競争入札
（最低価格）

事業者の創意、工夫等
により成果物に相当の
差が生じる業務であり、
工事、情報システム、
調査、広報等に関する
業務。

④仕様書に加え、事業者の能力等
を客観的に評価できる基準等を入札
参加資格に付することで、成果物の
質を維持しうる業務か。(技術審査)

競争入札
（総合評価）

企画競争による
随意契約

競争入札
随意契約最低価格

総合評価
最低価格
総合評価

事業者のアイデア
や技術力等を競
争させることで更
なる成果の実現が
期待できる業務。
（試作品）

② 競争が成立しないと想定されるが
下記の類型にあてはまるか。

＜真にやむを得ない随意契約の範囲＞

①契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

②当該場所でなければ業務を行うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

③電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提
供を受けるもの（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る）

④郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの）

⑤再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合におけ
る出版元等からの書籍の購入

⑥官報の印刷

③公 募手 続 き

複数者の場合 １者のみの場合

③公 募 手 続 き

複数者の場合 １者のみの場合

YES

NO
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○  監事による監査においては、特に契約実施状況について監査を実施した。随意契約の点検・見直しが行

われおり、入札参加要件を緩和するなど透明性、競争性を確保するための取り組みが行われていること

を確認している。 

○  会計監査人の監査においては、「随意契約の見直し計画の実施状況を含む入札および契約の適正な実施

に関する内部統制の評価」を行うこととされており、随意契約の見直し状況、随意契約・公募・一般競

争契約による契約手続きの確認並びに実地監査等を通じて、内部統制の評価がされているところ。監事

は、会計監査人から適宜報告を受けるとともに、会計監査の実施状況についても確認を行っている。 

○  内部監査においては、「随意契約の見直し計画の実施状況を含む入札および契約の適正な実施状況の確

認」、「随意契約における随意契約理由についての妥当性」に関して確認を行っており、監事はその状況

について適宜報告を受けている。 
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（参考４）平成２１年度に締結

した契約の状況 

 

＜随意契約見直し計画の進捗状況＞ 

○平成２０年度における随意契約１０８件のうち、１３件(展示ブース借料、複写機賃貸借等：約２．２億

円)については公募又は一般競争入札による契約とし、競争性、透明性を図った。 

 また、３１件（中国センター土地購入等：約１０．５億円）が平成２０年度限りの契約のため終了したが、

平成２１年度には真にやむを得ない随意契約が新たに１５件（イベント会場借料等：約０．４億円）生じ

たため、結果、２１年度の随意契約件数は７９件となっている。（随意契約件数割合：２．２％） 

 また、電気料金の引き下げ等（約７．３億円）により、結果、 ２１年度の随意契約金額は約３７．２億

円となっている（随意契約金額割合：金額割合：７．８％） 

 なお、電気需給契約においては、平成２２年度以降可能な限り一般競争入札による契約へ移行する予定と

している。 

 

＜効果＞ 

○平成２１年度においても、真にやむを得ない随意契約以外は原則として競争入札を行ったため、随意契約

割合が更に減尐し、競争性、透明性を高めることができた。平均落札率については、平成２０年度より０．

３％低くなった。予定価格を作成する際、参考見積書、過去の納入実績の他、調達担当者による可能な限

りの市場価格調査を反映したことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率

競争入札 1,829 25,112,788 94.3% 2,422 33,192,626 94.0%

企画競争・公募 1,026 8,292,725 1,081 10,904,993

随意契約 108 5,681,078 79 3,721,855

合計 2,963 39,086,591 3,582 47,819,474

随意契約の割合 3.6% 14.5% 2.2% 7.8%

平成20年度 平成21年度
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＜一者応札の割合が増加している理由＞ 

○ 平成２１年度の契約総件数（３，４３１件）は、平成２０年度の契約総件数（２，７９２件）の約１．

２倍となった。増加した契約案件は研究開発機器等の調達であったことから特殊な研究機器や専門的な

知識を要する特殊なシステム開発などが多かったため、一般競争入札において結果的に１者となるケー

スがあり、契約件数に比例して増加したものと考えられる。 

 

単位（件、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度

二者以上 556 678 0 0 42 32 0 0 598 710

一者 1,210 1,672 0 0 146 167 838 882 2,194 2,721

合計 1,766 2,350 0 0 188 199 838 882 2,792 3,431

一者の割合 68.5% 71.1% 0% 0% 77.7% 83.9% 100% 100% 78.6% 79.3%

応札(応募)者
合計一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募

＜一者応札の具体例＞ 

①アッシング装置             25,200,000円   Ｓ 株式会社 

装置概要：SiC素子を量産試作するために使用するものであり、レジストやC膜をアッシングするために用いるプラズマドライク

リーナー装置である。 

○ 市場調査を行った結果、装置の要求仕様から複数の入札参加者が見込めると想定し仕様書を作成、これにより一般競争

入札公告を行ったところ、６社に仕様書を交付。入札説明会に２社の参加があったが、仕様書配付業者のうち５社が「自社が

取り扱っている製品では仕様内容を満たすことができない」との理由により辞退届けを提出したことで、残る１社のみの入札参

加となった。 
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＜応札条件及び応札者の範囲拡大に向けた取り組み状況＞ 

 

 ① 適切な公告期間の設定 

   事業者が余裕をもって計画的に提案を行えるよう、事業内容に応じて適切な公告期間を設けるととも

に可能な限り説明会を実施し、説明会から提案締め切りまでの期間を十分確保した。（従来１０日間か

ら最長２１日～３０日間に延長） 

 ② 適切な調達情報の提供 

   調達内容が分かりやすい入札件名により公告するよう工夫するとともに、仕様概要及び入札に必要な

資料の提出期限等のスケジュールを新たに記載した。また、公告については、当所のホームページ、掲

示板、官報等により行っているが、当所のホームページに掲載した調達情報の閲覧が様々なウェブサイ

トで可能となるよう、他の機関のホームページにリンクを依頼し、より広範囲にわたる情報提供の場を

確保した。 （㈱つくば研究支援センター、つくば市商工会議所、筑波研究学園都市交流協議会） 

 ③ 入札辞退者へのアンケートを実施 

   入札を辞退する場合はその理由についてアンケートの提出を依頼し、実質的な競争性を阻害している

要因の把握を行った。（今後、要因分析を行い、当該要因の改善策について検討を行う。） 

 ④ 技術力のある中小企業者等の入札参加機会の拡大 

   技術力ある中小企業者等について、一定の条件を有すると認められた者の入札参加資格の特例を設け

入札参加機会の拡大を図っている。平成２１年度は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措

置法（平成 11 年法律第 131 号）第 30 条の 25 第１項に基づき株式会社産業革新機構の支援決定を受け

た対象事業者又は当該対象事業者の出資先事業者であって、当該入札に係る物品の製造、物品の販売及

び役務の提供等に関する技術的能力を証明できる者を拡大した。 
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（参考５）随意契約によらざる

を得ない契約の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜真にやむを得ない随意契約＞ 

○ 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの          5 件    20,773千円 

例：一般廃棄物処分作業 

○ 当該場所でなければ業務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される

賃貸借契約（当該契約に付随する契約を含む）                 28 件    275,088千円 

例：第２白嶺丸基地賃貸借 

○ 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの 

  （提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る）            26 件   3,289,196千円 

○ 郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの）      1 件    28,709千円 

○ 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入 

                                    10 件      38,758千円 

○ 官報の印刷                                                  1 件   19,712千円 

 

＜その他個別事情による契約＞ 

○ J's NAVI for Web ASP 利用料 

  公募（平成１５年度に複数者からの提案内容を審査し業者選定）により構築した新旅費システムの  

継続契約を行うもの。                        1 件    34,611千円 

○ 複写機の賃貸借・保守 

  賃貸借・保守契約の３ヵ年計画に基づく最終年度分における継続契約によるもの。 

                                    1 件     1,989千円 

○ 顧問料、ベンチャー支援に関する法律顧問業務 

  研究所の運営に不可欠な訴訟等の弁護に係る業務であり、訴訟等の事案は継続的に実施する必要が 

  あったもの。                           6 件    13,019千円 
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（参考６）関連法人（特定関連

会社、関連会社及び関連公益法

人）との契約の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○（財）日本産業技術振興協会：平成 20、21 年度技術移転に関する委託事業について  

 当該事業は、産総研の研究成果のマーケティングや産業界へのライセンシングなどにより産総研の研究成

果を広く技術移転させることを目的とした事業である。 

 平成 19 年度までは毎年度、随意契約により経済産業省認定ＴＬＯである産総研イノベーションズ（財団

法人日本産業技術振興協会の独立事業部門）へ委託してきたところであるが、平成 20 年度からは競争性

のある公募手続きに見直した。公募の結果、財団法人日本産業技術振興協会の一社から応募があり、審査

委員会により企画提案書、関連資料等の書類審査及び応募者からのプレゼンテーションを実施し、採点方

式による総合得点から、同協会が「平成 20、21 年度技術移転に関する委託事業」の実施者として妥当で

あると判断し、複数年度の委託契約を締結したものである。 なお、契約金額については、事業内容等を

勘案し公募時において提示した金額の範囲内である妥当な価格として判断した。 

 ⇒当該委託事業については、産総研内部に技術移転室を設置することにより、平成２１年度限りで終了。 

  なお、既に締結されているライセンス契約については、引き続き財団法人日本産業技術振興協会が管

理・対応する。 

 

○(財）資源・環境観測解析センター：委託事業について 

 当該事業は、昭和 56年度から、経済産業省からの委託事業として、（財）資源・環境観測解析センターが、

人工衛星から取得される画像データを用いて、石油資源の遠隔探知を行う技術の確立、向上を図るため、

画像データの処理・解析技術の研究開発及び地上システムの運用、維持設計等を実施してきたところであ

るが、平成 16年度の総合科学技術会議（平成 17年度概算要求における科学技術関係施策の優勢順位付け）

において、「今後取得されるデータについて、資源探査のみならず、地球観測等広く有効活用できる体制

を検討し、効果的、効率的に実施すべきである。」等との評価を受け、平成 17 年度以降、石油探鉱のため

の地質構造解析や鉱区のポテンシャル評価だけでなく、探鉱時のロジスティッスクや環境モニタリング等 

区分 法人の名称

総事業収入
金額

独立行政法人の発注等による収入金額（割合）

競争契約 企画競争・公募 随意契約

(A) 金額(B) 割合(B/A) 金額(C) 割合(C/A) 金額(D) 割合(D/A)

関連公益
法人

（財）日本産業技術振興協会 518,141 43,247 8.35% 304,791 58.82% 31,062 5.99%

（財）資源・環境観測解析ｾﾝﾀｰ 1,967,681 0 0.00% 1,286,732 65.39% 0 0.00%

区分 法人の名称

総事業収入
金額

独立行政法人の発注等による収入金額（割合）

競争契約 企画競争・公募 随意契約

(A) 金額(B) 割合(B/A) 金額(C) 割合(C/A) 金額(D) 割合(D/A)

関連公益
法人

（財）日本産業技術振興協会 518,141 43,247 8.35% 304,791 58.82% 31,062 5.99%

（財）資源・環境観測解析ｾﾝﾀｰ 1,967,681 0 0.00% 1,286,732 65.39% 0 0.00%
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においても取得データを有効活用すること、資源探査のみならず、地球観測等に広くデータを有効活用で

きる体制として、地質図、重力図等の多様な基盤データを作成・所有している産総研が委託先として、当

該事業の推進主体となり、産総研が研究開発を統括する役割を担うほか、研究項目のうち次の①、②を実

施、資源・環境観測解析センターは②③を実施する体制で事業が進められてきたものである。 

 〔当該事業における研究項目： ①衛星画像利用技術の高度化研究、②東アジア地域・堆積盆データベー

ス利用技術研究、③石油資源遠隔探知技術の実用研究 〕 

 このような経緯を踏まえ平成 17年度から 20年度までは同センターへの随意契約により再委託してきたと

ころであるが、平成 21 年度からは競争性のある公募手続きに見直した。公募の結果、財団法人資源・環

境観測解析センターの一社から応募があり、審査委員会により提案書類審査を実施し、同協会が実施者と

して妥当であると判断し、複数年度の委託契約を締結したものである。なお、契約金額については、事業

内容等を勘案し公募時において提示した金額の範囲内である妥当な価格として判断した。 

 ⇒当該委託事業については、「経済産業省所管独立行政法人の改革について（平成２２年４月経済産業省

決定）」において「産総研を経由して公益法人に丸投げされるような研究開発事業は廃止する」とされた

ことを受けて、平成２１年度限りで終了。   
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＜役職員の給与等に関する事項＞ 

個々の評価事項について 
当該年度の評定がＢとなる基準 

平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

役職員の給与等の水準の適正化【必須】 ＜実績＞ 

○人件費削減については、総人員数の管理及び定期昇給幅抑制（平成 22年度までの普通定

期昇給を 1号俸抑制等）により、平成 21年度において、平成 17年度比で△4.0％削減の

計画を上回る△5.3％を達成した 

 

＜評価＞ 

○第２期中期計画のおける総人件費削減計画（平成２２年度において平成１７年度比で

５％の削減）へ人件費シミュレーションを行い、１年前倒しで△５．３％削減を実現し

た点は高く評価される。 

○役職員の給与については、人事院の勧告に準拠した引き下げを行うとともに、特に理事

長の給与について、国の「独立行政法人整理合理化計画」に基づき、給与を事務次官の

年俸の範囲とするという規程の改訂を行い、平成２０年４月からこれを実施した。 

○役員報酬も全面的に見直し、理事長ならびに理事一人当たりの報酬も大幅に削減してい

る。 

○高い研究レベルの成果を生み出すために博士号取得者を柱とした採用は適切であり、研

究職員の給与水準が国に比べて高いが容認できる範囲内である。 

○給与制度の見直しなどにより、妥当な給与水準が定められている。研究職員の高学歴を

考慮すると、ラスパイレス指数１０４－１０５は、妥当な線である。 

○研究ユニット職員については、年報制では、とらえがたく、現行のパフォーマンス評価

に基づく職責定額手当は妥当な対応だと思われる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○総人件費削減目標は達成されているが、全体の管理運営に係わる費用、人件費について

は別途、検証、対応が必要であろう。 

○役職員の給与等については、全体としての縮減努力は毎年着実に実施している。また水

準についても、役員を始め水準見直しを始めており適正である。なお給与水準の見直し
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は一律の水準低下でなく、職員のモラル低下を招かぬよう職務の成果に見合った増減な

ど、メリハリある体系の強化を望みたい。 

○給与水準等は、ほぼ妥当と思われる。ただ、大学等を含む研究機関に比較して高くあっ

て当然（高い博士号所持率等）の理由は、理工学系が主体であること、他研究機関の業

務内容も高度化している等を勘案すると、必ずしも、当たらなくなってきていると思わ

れる。国、国民への貢献、サービス等々の観点から常に検証されるべきであろう。 

（参考１）役員の報酬等の支給状

況 

 

      （単位：千円） 

 報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他 （内容） 

法人の長 20,178  17,985  2,193  0  

理事（常勤、一人当たり） 
17,284  13,567  3,550 167 

（通勤手当、単身

赴任手当） 

監事（常勤、一人当たり） 13,378 10,915 2,286 177 （通勤手当） 

 

 

（参考）全独立行政法人平均（平成 20年度、単位：千円） 

理事長 18,605 

 

理事 

（一人当たり） 
15,495 

監事 

（一人当たり） 
13,574 

     

（参考）国家公務員指定職（平成 21 年 4月 1 日現在、単位：千円） 

事務次官（8号俸） 23,712 

 

（俸給・賞与・地域手当） 

  
 

（参考２）役員報酬への業績反映

の仕方 

理事長の業績反映額は、経済産業省独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）の業績評価を 

踏まえ、次の算式により決定する。 

 

業績反映額＝月例支給額×2.45×次の表に定める当該年度の評価結果に即した割合 
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評価委員会の業績評価 割合 

ＡＡ評価 100 分の 150 以内 

Ａ評価 100 分の 125 以内 

Ｂ評価 100 分の 100 

Ｃ評価 100 分の 50 

Ｄ評価 100 分の 0 

役員の業績反映額は、評価委員会の項目別の業績評価及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案

し、理事長が決定する。 

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況 

（単位：千円、月） 

 支給額（総額） 法人での在職期間 業績勘案率 適用 

法人の長 21,808 96 未定 

役員退職手当規程に基づき支給。 

支給額には、業績勘案率が決定されてから支給され

る退職手当の額が未支給のため、含まれていない。 

理事Ａ 7,998 60 0.9 

役員退職手当規程に基づき支給。左記支給額は、平

成 20 年度に当該役員に対して一部支給されている

分(7,097 千円)を含む。 

理事Ｂ 2,787 24 1.0 

役員退職手当規程に基づき支給。左記支給額は、平

成 20 年度に当該役員に対して一部支給されている

分(1,394 千円)を含む。 

理事Ｃ 8,452 72 未定 

役員退職手当規程に基づき支給。支給額には、業績

勘案率が決定されてから支給される退職手当の額

が未支給のため、含まれていない。 

理事Ｄ 3,465 42 未定 

役員退職手当規程に基づき支給。支給額には、業績

勘案率が決定されてから支給される退職手当の額

が未支給のため、含まれていない。 

監事 3,219 48 未定 

役員退職手当規程に基づき支給。支給額には、業績

勘案率が決定されてから支給される退職手当の額

が未支給のため、含まれていない。 
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（参考４）常勤職員の給与の支給

状況 

 

 

区分 

 

人 員

（人） 

 

平均年齢

（歳） 

年間平均給与額（千円） 

総額 うち所定内 

（うち通勤手当） 

うち賞与 

常勤職員 2,429 45.8 8,932 6,665（93） 2,267 

 うち事務・技術 570 43.7 7,057 5,195（117） 1,862 

うち研究職種 1,849 46.4 9,524 7,130（85） 2,394 

（注）法人給与等実態調査に基づく算出結果による。 

（参考５）職員と国家公務員との

給与水準の比較 

①ラスパイレス指数の状況 

＜事務・技術職員＞              ＜研究職員＞ 

 
  対国家公務員（行政職（一））  104.7  対国家公務員（研究職）  104.6 

 地域勘案  104.7  地域勘案  107.2 

 学歴勘案  105.7  学歴勘案  104.5 

 地域・学歴勘案  104.8  地域・学歴勘案  106.9 

②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由 

○【事務・技術職員】 

 国家公務員が一定地域内による人事異動を基本としていることに対して、産総研は全国に９ヵ所の研究拠点を

有し、組織の活性化及び高度な研究マネージメント人材育成等のために地域拠点間の人事異動を行っている。 

 国家公務員においては、地域手当の給付により地域間格差が生じているが、産総研においては上述のとおりの

円滑な人事異動を行うために、各拠点の給与水準を同水準にしていること等が要因として考えられる。 

 

○【研究職員】 

 研究職員の指数の高さは、高いレベルの研究成果を生み出すために高学歴の研究者を採用していることが主た

る理由であり、その定量的な側面は以下の点から捉えることができる。 

 ①研究職員における博士号取得者の割合 

  平成２１年４月１日現在 ８３．５％ 

  （参考）国の研究職における修士・博士号取得者の割合 ７１．５％ 

  新規採用者における博士号取得者の割合 

  平成１８年度 ６８．４％、平成１９年度 ８７．８％、平成２０年度 ８６．０％ 

平成２１年度 ８７．０％ 

 ②職級別人員分布（平成２１年４月１日現在） 
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  以下のとおり、国と比較して全体的に平均年齢が低く、職級別の人員が上位に分布していることが分かる。

主に学歴の高さによることが要因として考えられ、給与水準の高さに反映していると思われる。  

 ＜職級別人員分布：人（％）＞   

         １級    ２級    ３級    ４級       ５級   ６級 

 産 総 研   0（0）  74（4.0）  454（24.6） 639（34.6） 682（36.9） － 

 国家公務員   14（0.8） 321（19.4） 422（25.5） 359（21.7） 535（32.4） 1（0.1） 

 ＜職級別平均年齢：歳＞   

         １級  ２級   ３級   ４級   ５級  ６級 

 産 総 研    －  34.3   41.8   45.3    51.9   － 

 国家公務員   28.1  35.5    41.9    47.0   52.3   50.5 

 

（参考６）「行政改革の重要方針」

（平成１７年１２月２４日閣議決

定）に基づく人件費改革の進捗状

況等 

○給与・報酬等支給総額の推移 

   （単位：千円） 

  17年度実績 18 年度実績 19年度実績 20年度実績 21年度実績 

給与、報酬等支給総額 29,336,933 29,147,588 28,884,206 28,366,757 27,780,467 

人件費削減率   0.65% 1.54% 3.30% 5.31% 

      

※人件費削減率は、平成 17 年度実績に対する削減率を示している。   
 

（参考７）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項 

○ 産業技術総合研究所の個人評価制度 

１．対象者 

役員を含む常勤職員を対象とする。 

但し、契約職員であっても、理事長が指定する者（研究センター長等）は対象とする。 

２．評価制度の種類と評価の反映 

毎年度行う短期評価と一定の評価対象期間を経て行う長期評価からなる。短期評価の結果は賞与の一部であ

る業績手当に反映され、長期評価の結果は昇格により、俸給等に反映される。 

３．評価方法 

①研究・業務業績,②産総研内部への貢献,③外部への貢献の３つの評価軸で総合的に評価。 

短期評価は目標設定管理型の絶対評価、長期評価は、産総研の多様な業務を８つに分類した職域毎に、俸給

表の級毎に設定した職務遂行能力を基準にした絶対評価を基本としている。 
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（参考８）その他 ○通勤手当の支給上限額の変更 

 

・通勤手当は、国と同様に運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる方法により算

出している。産総研の支給上限額は、２１年度まで６万５千円であったが、国の支給上限額と同等の５万５千

円に変更する給与規程の改正を行い、２２年４月１日から実施している。 

 

○独自の手当の支給①－資格手当 

 

・労働基準法、労働安全衛生法等の法令により研究所として有資格者（放射線取扱主任者、危険物保安監督者等）

の配置を義務付けられている場合において、当該有資格者として職務に従事する職員に対し、一資格について

月額２千円を支給している。（有資格者であっても法令による業務に配置されない者には支給していない。） 

・具体的には産総研では多様な研究開発を行うことから、放射線取扱主任者や危険物保安監督者など安全管理に

係る資格が必要となる。こうした安全の確保は、あらゆる種類の事業の前提となる最優先事項であり、組織に

働く者のみならず周辺住民の安全保障にも関わる事柄である。 

・このため、放射線取扱主任者、危険物保安監督者等の安全管理に係る職務に従事するものに対しては、職務に

関する責任の大きさを勘案して手当を支給している。 

 

○独自の手当の支給②－職責手当 

 

・産総研における「職責手当」は、国で支給される「俸給の特別調整額」と「地域手当（研究員調整手当を含む）」

の合計に相当するもので、国と同様に定額で支給している。（産総研の職責手当は、国の俸給の特別調整額及び

地域手当（研究員調整手当を含む）相当額であるが、総務省が実施した平成２０年度業務実績評価における調

査結果においては、国の俸給の特別調整額のみと比較されている。） 

 このため、地域手当（研究員調整手当を含む）相当が加算された分、産総研の職責手当が高くなる。 

 ※国における「俸給の特別調整額」とは、管理又は監督の地位にある職員に支給するもので民間でいう管理職

手当に相当。職責に応じて定額で支給される。 

 ※産総研における「職責手当」は国における「俸給の特別調整額」と「地域手当（研究員調整手当を含む）」相

当額で構成されるもので、国と同様に定額で支給される。 

 

○独自の手当の支給③－期末手当、勤勉手当 
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・産総研の期末手当、業績手当の支給割合、算出方法は基本的に国と同様である。 

・ただし、産総研における業績手当（国における勤勉手当に相当する部分）の支給割合は、特に顕著な業績のあ

った研究者に対してその業績に見合う処遇を行う観点から、業績手当の支給率を最大で 500％とすることが可能

な制度となっているなど、国と異なる部分がある（国の同比率は最大で 150％）。 

・また、算出方法について、国における「管理職加算額」と「地域手当」が産総研における「職責手当」に相当

するなどにより違いが発生している。 

 

 （参考）一般職員に対する支給割合 

（単位：月） 

 

 

 

 

 

 

 

    ※勤勉手当は国、業績手当は産総研 

 

 

 

 

 ６月期 １２月期 

 期末手当 勤勉手当 

（業績手当） 

計 期末手当 勤勉手当 

（業績手当） 

計 

国 1.25 0.7 1.95 1.5 0.7 2.2 

産総研 1.25 0.7 1.95 1.5 0.7 2.2 
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３－１．サービスの質の向上（質の高い研究成果の創出とその活用のために講じる方策） 

評定結果 
○（・・・） 

１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ 

評価のポイント 

○国立研究所として産総研は、産学官における自らの立ち位置を良く理解し、研究組織のあり方、運営方法、

研究予算の配分等において、ボトムアップとトップダウンとの二軸確立、研究ユニット間の連携にも努力し

ており、絶えず最適な方法に向けた努力をしていると認められ、高く評価できる。 

○特に、経済産業政策への貢献、産業界へのインパクトを強く意識しつつ、産総研全体を通じて極めて戦略的

に研究が進められている。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

第２期中期目標期間において産総研は、知識の

発見、現象の解明を目指す基礎的な研究を主とす

るとして大学が、また技術を製品として具現化す

る開発的な研究を民間企業が担う中にあって、基

礎的な研究成果である個々の知識体系を融合し、

社会・経済ニーズへの適合を図る、いわば基礎的

な研究と開発的な研究との間をつなぐ研究を中核

に据えつつ、基礎的な研究及び開発的な研究を非

公務員型移行のメリットを最大限活かして大学及

び産業界と連携を図ることにより、各フェーズの

連続的な研究の実施を目指す。こうした研究の実

施により、新産業の創出等我が国の産業構造の変

革と、これにより我が国及び世界の持続的な発展

に貢献する。また、経済産業省の独立行政法人と

して、産業技術政策をはじめとする経済産業政策

に貢献するとともに、我が国の技術革新システム

において技術開発のプラットフォーム機能を発揮

し、また、産業界に直接働きかけ得る主体的な組

織としての役割を果たすことにより、産総研は、

公的機関の改革における先導的モデルとなること

＜総合評価＞ 

○国の研究所として産総研は、産学官における自らの立ち位置を良く理解し、研究組織の

あり方、運営方法、研究予算の配分等において、絶えず最適に方法に向けた努力してい

る。その結果としての研究成果については、本年度も顕著な成果が上がっており、大い

に評価すべきである。成果の公表や自らのリソースを活用した人材育成面でも成果を挙

げている。 

○２１年度に実施された研究ユニットの評価は、外部・内部問わず高い評価を受け、いず

れの分野も計画を達成している。全分野を通じて、国際標準化委員会、国設置の委員会

への人的貢献を高く評価する。 

○産総研のミッションの実現に向けて、当初の計画を超えた成果が挙げられている。 

○全職員が社会に貢献し、インパクトを与える成果の創出に向けて努力していることが強

く考えられる。研究分野によっては、研究員の能力からすると、もう尐し高い成果が出

ても良いのではないかと考えられる分野もあるので、今一段の努力を期待したい。 
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を目指す。  

○質の高い研究成果の創出とその活用のために 

講じる方策 

 
新産業の創出や地域経済の活性化などの産総研

に対するニーズを的確に把握し、これを踏まえて

研究課題を戦略的に企画した上で、これに沿った

研究テーマの重点化と研究資源の重点的な配分を

実施する。また、地域センターにおいては、地域

の技術特性を踏まえた研究からの世界的最先端の

研究成果の創出を目指すとの観点から、研究テー

マの重点化と研究資源の重点的な配分を実施す

る。 

（１）戦略的な研究開発の推進  

（２）経済産業政策への貢献  

（３）成果の社会への発信と普及  

（４）技術経営力の強化に寄与する人材の育成  

（５）非公務員型移行のメリットを最大限活かし

た連携の推進  

 

 

＜主な実績＞ 

【戦略的な研究開発】 

○ナノテクノロジー、ロボット、蓄電池、太陽光発電等の分野において、革新的技術を実

現するために、産総研が中心的な役割を果たしつつ、多様な人材を集結すると共に、研

究機能・設備を活用して世界をリードする研究開発を推進するために、プラットフォー

ム構築に着手した。 

○複数の研究分野をもつ産総研の利点を活かし、研究分野を越えて総合力を発揮するため

の「融合重点化予算」、分野担当理事裁量によるトップダウンテーマ、研究ユニットから

のボトムアップテーマ「分野イノベーション推進予算」を措置し、研究予算の重点化を

図った。また、基礎研究シーズを可視化、市場化プロセスにのせるための「ハイテクも

のづくりプロジェクト」を引き続き実施（7課題採択）した。 

○我が国のメタンハイドレート資源からの天然ガス生産技術の確立を目指し、メタンハイ

ドレート研究センターを設立した。活断層及び地震の理解による、災害軽減のための情

報発信を目的として、活断層・地震研究センターを設立した。産総研全体でのサービス

研究の発展に寄与することを目的として、社会知能技術研究ラボを設立した。 

○平成 21年度に設置期限を迎える 8研究センター（年齢軸生命工学、健康工学、デジタル

ヒューマン、近接場光応用工学、システム検証、ダイヤモンド、固体高分子形燃料電池

先端基盤、コンパクト化学プロセス）について、研究ユニット評価を通じて研究の重点

課題ごとに成果のとりまとめを行った。また、これら終了する研究ユニットの最終評価

の結果をふまえた上で、研究分野ごとに、成長戦略を踏まえた第 3 期中期の研究戦略構

想を見据えて全研究ユニットの体制を検討し、今後の形態を決定した。 

 

【経済産業政策への貢献】 

○経済産業省との定期的対話等により把握した政策的・社会的ニーズを踏まえた上で、次

年度の戦略的な研究予算配分を行った。 

○経済産業大臣の米国ミッションに理事長が同行し、エネルギー省傘下 5研究所および国

立標準技術研究所と包括的研究協力覚書を締結して、研究協力を推進すると共に、オバ

マ大統領来日時の日米合意に貢献した。 
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【成果普及、人材育成、連携推進】 

○オープンラボを開催し 3068 人(うち、前年度からの再来場者は 310人)が来場。前年度同

様のラボ見学(=研究室公開)と講演会に加え、来場者が技術を俯瞰的に理解する場とし

て、ポスター展示を中心としたコア会場を事業所単位に設けた。 

○産総研イノベーションスクールに関して、2期生（４月開講）67名、3期生（８月開講）

71名を対象に実施した。また、若手研究人材の正規就業支援事業により、単年度で集中

的に産業界等において活躍できる人材の育成を行う「専門技術者短期育成事業」を開設

し、382 名を対象に、産総研内の産学共同研究プロジェクト、重点研究プロジェクト及

び専門資格の取得等を通してより高い技術レベルを有する人材の育成を行った。 

○平成 21年度鉱工業技術研究組合法改正の施行により、技術研究組合への参画が可能とな

ったことを受け、関連機関との調整を進め、ステレオファブリック技術研究組合、太陽

光発電技術研究組合、技術研究組合 BEANS研究所に加入し、企業連携強化及び研究開発

を推進した。 

○地域技術の活性化を目的として、地域の研究開発資源(情報・設備・人材等)を活かし、

地域のニーズや政策に即した研究開発と共同研究等の実施、経済産業省の補助事業であ

る地域イノベーション創出共同体形成事業を通じた試験・評価・分析方法の整備、研究

会等を通じた成果普及、公設試験研究機関等と連携した技術相談および人材育成等につ

いて、実施した。 

 

＜評価＞ 

○経済産業政策への貢献、産業界へのインパクトを強く意識しつつ、産総研全体を通じて

極めて戦略的に研究が進められている。 

○「産総研研究戦略」は、資源の有効活用を図るための優れた取り組みであり、「イノベー

ションハブ戦略」の下、産総研独自の視点を活かした体制の強化と、研究実績の向上を

図っており、それが着実に成果に結びついていると判断される。つくばイノベーション

アリーナ構想などのいくつかの戦略は、順調に推移しているようである。 

○研究費予算の配分におけるボトムアップとトップダウンとの二軸確立等、組織目的に沿

った研究推進体制の強化、研究分野のスクラップアンドビルドの徹底、研究組織の機動

的見直し、地方センターの役割の見直しによる機能強化の進展、更には研究ユニット間

の連携にも努力しており、当年度も本研究所は、多くの取組において質の高い研究成果
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を創出するための方策を講じていると認められ、高く評価できる。 

○H21年度計画の目標（指数）を概ね達成している。「戦略的な研究開発の推進」について

は、研究ユニットの機動的見直し（2 つの新設）、重点的な予算配分、「経済産業政策へ

の貢献」については技術組合への参画などイノベーションハブ戦略の積極的な推進、「成

果の社会への発信と普及」については蓄電池、ロボット安全の開発拠点や太陽光発電コ

ンソーシアムを通じた成果の発信・普及活動、「技術経営力の強化に寄与する人材の育成」

についてポスドク人材、産業技術人材の育成活動、「非公務員化移行のメリットを最大限

活かした連携の推進」については、バイオマスはじめ欧米・アジアとの国際連携事業を

高く評価する。 

○メタンハイドレート研究センターの新設やオープンイノベーションハブ機能の強化な

ど、時宣を得た研究ユニットの再編強化を高く評価。 

○非公務員型を活かした人材交流や女性研究者の採用も、着実に成果を挙げている。  

 

＜指摘・コメント＞ 

○わが国の科学・技術の基盤を確立するための基礎研究から、産業に直結する研究・開発

までの本格研究を担う機関として、社会の要請と研究ニーズに基づき、常に組織の機動

的な見直しや再編成を行い、リソース配分の最適化を図っている。但し、組織の見直し

が性急に過ぎると、成果が出るまでに長い期間を要する研究・開発への配慮が損なわれ

る心配がある。適切な配慮を望みたい。 

○それぞれの研究分野において、基礎研究を新産業創出へと繋げる可能性がある優れた研

究・開発が進められており、今後の発展に期待がされる。これらの成果を社会に発信・

普及するために、オープンラボ、サイエンスカフェなどの実施がさらに広がると良いの

ではないか。Synthesiology を普及させる努力をすることが、産総研の存在感を高める

ために役立つであろう。 

○科学技術人材の育成のために実施されている、産総研の組織力を活かした各種の試みは、

今後、ポスドクのキャリア形成や、若手研究者の雇用問題の解決に向けて、有効な成果

を挙げるであろうが、さらに有意義な試みとするために、外部の諸機関との連携をさら

に強めることが必要である。人材育成事業を継続していくためには、産総研を中心とし

た「人材育成コンソーシアム」のような組織作りも有効であろう。その中で、技術経営

力を備えた人材の育成や、産業技術のシーズを見出すことの出来る目利き人材の育成と
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いった、産総研ならではの人材育成が、さらに効果的に進展するであろう。優れた教育

法の開発も必要である。大学や諸研究機関、企業等との連携を利用して、モデルカリキ

ュラムの策定も考えて欲しい。 

○国際戦略も順調に進んでいる。日本の技術が世界で利・活用され、日本が世界に貢献す

るために、さらなる発展を望みたい。 

○産総研の地域センターの存在意義については議論があるが、地域センターが、地域の大

学や研究機関、企業などを結び、その研究・開発を支援するハブとなって、地域独自の

産業を興し、地域を活性化するために果たすことのできる役割は大きいと考えられる。

地方に蔓延している閉塞感を打破し、希望を持てる地域再生を図るためにも、地域セン

ターが有効な研究・開発拠点として働くことができるのではないだろうか。特に、中小

企業の技術開発を支援することで、地域の技術特性を踏まえた産業経済の発展へとつな

げることが期待される。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ ＡＡ （Ａ） 
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３－２．サービスの質の向上（鉱工業の科学技術） 

評定結果 
○（・・・） 

１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ 

評価のポイント 

○がんへ向かう慢性肝炎を検出する糖鎖バイオマーカーによる低侵襲性検査を実現するとともに、脳波計測に

よる意思伝達を可能とする「ニューロコミュニケーター」を開発した。 

○スーパーハイビジョン伝送に向けた超高速光デバイス技術・光伝送技術を開発するとともに、オンデマンド

微細配線描画を実現する工業用インクジェット技術を開発した。 

○蓄電池の大幅な高容量化に向けて、新しいタイプのリチウム電池の開発を行うとともに、省エネ光源である

ＬＥＤに関し、新たな標準ＬＥＤを開発し、また、測光量校正技術の普及を図った。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．健康長寿を達成し質の高い生活を実現する

研究開発 

 
我が国が高齢化社会に進んでいく中で、国民が

将来とも健康で質の高い生活を維持、向上してい

くための予防医療、早期診断等の医療技術がこれ

まで以上に求められている。これを実現するため

に、ポストゲノム時代におけるバイオテクノロジ

ーを活用した新しい健康関連産業の創出のための

研究開発、画像診断技術や細胞工学技術などを活

用した診断・治療関連技術の研究開発及び環境負

荷の低減にも資する新規生物機能の探索とそれを

活用したバイオプロセス技術に関する研究開発を

実施する。 

＜主な実績＞ 

○肝炎感染者では、肝炎ウイルスの持続感染に伴い、数年単位で変化してゆく肝臓の線維

化が生じることを踏まえ、肝疾患に係る糖鎖関連バイオマーカー探索を実質推進するこ

とにより複数発見し、これを利用して、この病態変化を血液検査によって、低侵襲にて、

定性的かつ定量的に測定できる検査システムの開発に成功した。また、ポータルサイト

をつくり、キーワード及び糖鎖構造で、糖鎖関連データベースを横断的に検索できる糖

鎖統合データベースを構築した。 

○脳活動に関し、電気刺激、熱破壊、神経活動記録などの多面的アプローチを行い、単一

試行活動の解析においては多次元の意思決定を予測するアルゴリズムを考案するととも

に、超小型モバイル脳波計と高速・高精度の脳内意思解読アルゴリズム等を統合し、実

用的なブレインマシンインターフェイス「ニューロコミュニケーター」を開発した。 

○ストレスバイオマーカーの科学的根拠を提示するために、疾病患者、健常者の血液、組

織を用いたストレスバイオマーカーの検証試験を継続して実施、これにより、酸化 DJ1

のパーキンソン病早期診断マーカーとしての信頼性向上を図ることができた。 

○独自の予測パイプラインで予測した新規機能性 RNAに対する発現解析を実施し、1600個

の有力な候補を抽出した。また、タンパク質-タンパク質間の複合体予測技術・複合体制

御リガンド探索技術を開発し、いくつかの先行標的複合体タンパク質に対してヒット化
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合物を同定した。  

○ES細胞や iPS細胞の細胞表面マーカーを利用したガン化を抑制する技術開発として、最

終的な動物実験によるガン抑制効果の検証を開始した。また、マウス ES細胞で発現する

2 つの因子についてそのメカニズムの解明を開始した。さらに、作成した iPS 細胞の中

から良質な幹細胞を選別するためのマーカーを同定した。 

 

＜評価＞ 

○産総研の得意分野である糖鎖関連の研究分野において、糖鎖修飾異性体の検出による慢

性肝炎検出可能な低侵襲検査法を開発するという高い業績を挙げるとともに、脳波計測

によって意思を伝達し得るニューロコミュニケーターを開発し、重度の運動機能障害者

が様々な行動をすることを可能にする道を拓くという先験的な研究成果を出している。 

○実用的なブレインマシンインターフェイスの範となるニューロコミュニケーターの開発

を高く評価する。 

○健康阻害物質の分離除去技術の開発、糖鎖関連バイオマーカーの開発等、予防医学分野

での成果は顕著で社会的インパクトが大きい。またゲノム情報解析や分子情報解析にお

いても、アウトカムにつながる成果が着実に出て、知財収入にもつながっており大いに

評価できる。 

○肝疾患、動脈硬化、パーキンソン病、精神的ストレスなどのバイオマーカーの探索研究

がアウトカム（検査・診断）を見据えて着実に進展。いずれもこれまでの独創的な研究

成果が基盤になっていることを特に評価する。また、iPSを含め幹細胞研究も品質管理、

規格化、標準化などを視点に入れた産総研ならではの成果である。 

○糖鎖統合データベースの活用や，各種診断マーカーの開発等，予期以上の成果，進展が

得られた。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○健康長寿で質の高い生活を実現することを目指したライフサイエンス分野の研究開発

は、着実に成果を挙げている。がんへ向かう慢性肝炎の進展を検知できる低侵襲性検査

システムの開発に成功したことは、予防医療の促進に資する成果であり、将来の医療経

済の軽減にも役立つものと言えよう。 

○その他、北海道センターにおける密閉型遺伝子組換え植物工場の開発など、多くの成果
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が、新たな社会的価値の創造に向けた研究開発として、期待が持たれる。 

 

委員 ①  ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ａ ＡＡ Ａ Ａ （Ａ） 

 

 

２．知的で安全・安心な生活を実現するための

高度情報サービスを創出する研究開発 
 

情報サービスや情報機器の高度化による情報化

社会への進展の中で、産業活動や社会生活におけ

る情報サービス提供の利便性向上、提供される情

報サービスを安全かつ安心して利用できる社会の

実現が求められている。このため、知的資源のネ

ットワーク化と情報の質や価値を高めるための大

容量データサービス技術の研究、ロボットと情報

家電を始めとする生活創造型サービス創出に向け

た研究及び情報のセキュリティ、信頼性、生産性

を向上する情報通信の基盤技術に関する研究開発

を実施する。また、新たな情報産業の創出に向け

た技術の研究開発を実施する。  

 

 

 

＜主な実績＞ 

○超高速光デバイス（サブバンド間遷移素子を用いた超高速光干渉計型スイッチ、半導体

光増幅器のディスクリートデバイス）を用いて 160Gb/sの光時間多重送受装置を開発、

実証するとともに、この装置を用いて、ＮＨＫ技研と協力して、スーパーハイビジョン

2チャンネルの送受実験に成功した。 

○フレキシブル光デバイスの開発において、簡単な分子構造の有機化合物で、室温強誘電

性を示す物質を見出すとともに、有機系物質としては、最高レベルの自発分極機能を実

現した。 

○暗号モジュールの安全性評価の国際規格 ISO/IEC 19790の元となる、米国標準 FIPS140-3

策定において物理解析攻撃の章の執筆を担当した。また、開発した評価環境のさらなる

利用促進のため、企業と連携して評価ボード販売の事業化を行った。 

○デジタルヒューマン技術として作成された全身デジタルマネキン技術「Dhaiba」の全身

モデルについて、形状データや変形データにフィットさせることで、個人差を表現する

計算モデルを開発した。また、これらの技術を健康サービス 1 件、ファッション産業 1

件に技術移転するとともに、この基盤となる人体特性データベースの統合検索技術の開

発、人体形状データの品質管理手法の標準化活動を行った。 

○歩行者デッドレコニング、インフラセンサ、及び複数写真から生成したマップ情報を用

いたセンサデータフュージョン技術を開発し、外食店舗、介護施設での従業員の行動履

歴を大規模に獲得し可視化することに成功した。 

 

＜評価＞ 

○超高速光デバイス技術・光伝送技術を開発し、スーパーハイビジョン伝送に向けて、省
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エネ化を図るとともに、送受信の効率化を可能にした。 

○世界最高性能のデバイスの開発に基づくスーパーハイビジョン実験の成功を高く評価。 

○革新的な光伝送技術開発分野において顕著な進展があった。特に新たな材料を用いた半

導体デバイス技術の開発、強誘導性を発揮する簡単な有機化合物の設計など材料に着目

した独自の視点での開発を高く評価する。 

○人間機能を計測･モデル化したデジタルヒューマンソフトの開発では多くの成果を挙げ

た上、社会還元に努めており高く評価したい。またサイドチャネル攻撃に対する安全性

評価手法の開発成果は、内外に公開し国際標準策定に大きく貢献しており評価できる。 

○安全・安心な生活を実現するための高度情報サービス・生活創造型サービスに関する研

究開発は、着実に成果を挙げている。スーパーハイビジョン伝送のための光パスネット

ワーク技術などの研究・開発は、安定した社会環境作りと、新たな産業の創出につなが

る成果である。 

 

委員 ①  ②  ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ （Ａ） 

 

 

３．産業競争力向上と環境負荷低減を実現する

ための材料・部材・製造プロセス技術の研究

開発 

 
地球温暖化防止等の国際的な環境意識の高まり

の中で、我が国の産業競争力の源泉であるものづ

くり産業の競争力を環境と調和させながら強化し

ていくことが求められている。これを実現するた

め、我が国の産業競争力の中核である製造分野の

強化を図るためのナノテクノロジーによる先端も

のづくり産業の創出につながる研究、情報通信、

環境、医療等の産業に革新的な進歩をもたらすナ

＜主な実績＞ 

○レーザーインクジェット法を活用し、オンデマンドで微細な配線の高速描画を行うこと

に成功した。具体的には、専用のレーザー照射光学系を試作し、シングルヘッド構造で

2次元描画を実現するとともに、マルチヘッド化に向け、基礎的検討を完了した。また、

民間企業数社への技術情報開示契約の締結および技術相談を行うことで、新たな用途が

開拓された。金型寿命向上では、表面改質による寿命向上の原理を解明し、この成果を

元に企業との共同研究を行い、実証レベルの評価を実施した。 

○マグネシウム合金に関し、従来困難であった常温でのプレス加工が可能であり、アルミ

ニウム合金並みの成型性を有する新マグネシウム合金圧延材を開発した。また、企業と

の共同研究により、サンプル出荷を開始した。 

○1cm 角単結晶 6 個の組合せによるモザイク構造 1 インチダイヤモンドウェハーの作成に
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ノテクノロジーの基盤技術研究及び環境負荷低減

化のための機能性材料に関する研究開発を実施す

る。 

 

 

 

 

成功すると共に、産総研技術移転ベンチャーを設立した。 

○炭層カーボンナノチューブ中に閉じ込めたフラーレン分子の化学反応の可視化に成功し

た。また、高密度配向集合体であるカーボンナノチューブ・ウエハーの開発により、非

常に広い波長範囲（紫外光から遠赤外光）で高い光吸収を示す材料の開発に成功した。 

○極微細なナノチューブ空間へのタンパク質の複合化を行い、チューブ内部に存在する 10

分子以下のタンパク質の超高感度検出を実現した。さらにチューブ内部にとりこまれた

タンパク質の安定性が著しく増大することを見いだした。 

○健康に被害をもたらす VOC をその場でリアルタイムに極めて高感度かつ選択的に連続検

知できる有機無機ハイブリッドセンサ素子を内蔵したプロトタイプ機を作製し、実環境

下での有効性を実証した。また、この成果をベースに VOC検知器評価法に関する国際規

格案を ISOへ提案し、新規課題として採択された。 

 

＜評価＞ 

○様々な基板への抵抗配線を可能とするレーザー援用インクジェット法で微細な配線の高

速描画に成功した。また、常温加工が可能な新マグネシウム合金圧延材を開発し、幅

30cm、厚さ 0.3～0.6ｍｍｍのサンプルを実際に出荷することに成功し、同合金の適用分

野を飛躍的に拡大する可能性を拓いた。 

○新しい合金圧延材の開発による汎用性の高い常温プレス加工の実現を高く評価。 

○カーボンナノチューブの実用化研究における目に見える進展など、定評あるナノテク材

料研究における成果が顕著である。また、ダイヤモンド単結晶基板の開発は、実用化に

向けたベンチャーの創出につながっており、具体的成果につながりつつある点を大いに

評価したい。 

○カーボンナノチューブ分野で着実な成果が生み出されている。有機ナノチューブへのタ

ンパク質の包摂の研究、原子レベルでの科学反応への可視化など今後の展開が楽しみな

成果も多い。また、VOC 検知器評価法に関する国際規格案が ISO での新規課題に採択さ

れるなど国際貢献も評価される。環境分野でも省エネのアンモニア合成技術の開発など

顕著な成果が得られている。 

○カーボンナノチューブ・ウエハーの開発、オンデマンド製造システムの開発、新圧延材

の開発など、出口戦略の明確な、国際競争力のある優れた研究が進められている。特に、

オンデマンド微細配線描画を実現する工業用インクジェット技術の開発は興味深い。さ
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らに、環境負荷の低減を実現する取り組みも進められ、成果が挙がっている。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ ＡＡ （Ａ） 

 

 

４．環境・エネルギー問題を克服し豊かで快適 

な生活を実現するための研究開発 

 
環境・エネルギー問題を克服し豊かで快適な生

活を将来とも実現していくため、産業活動や社会

生活の環境への負荷を低減するとともに、これら

の活動や生活の源になるエネルギーの需要や供給

をＣＯ２の排出量を削減しながら安定的かつ効率

的なものとしていくことが求められている。この

ため、我が国における産業活動に伴い発生する環

境負荷の低減を目的として、環境評価・保全技術、

環境に調和した国土の有効利用及び化学産業の環

境負荷低減技術に関する研究開発を実施する。ま

た、ＣＯ２排出量の削減及びエネルギーの安定供

給確保を目的として、再生可能エネルギー、燃料

電池等の分散エネルギー源とそのネットワーク化

技術及び産業・運輸・民生部門の省エネルギー技

術に関する研究開発を実施する。 

 

＜主な実績＞ 

○蓄電池の大幅な高容量化に向け新たなタイプのリチウム電池の開発を行った。具体的に

は、リチウム電池活物質のナノサイズ粒子合成技術を進め、ナノ結晶 LiMnPO4としては

世界トップレベルの高容量・高出力特性を達成した。また、有機電解液/固体電解質/水

溶性電解液という構造を持つハイブリット電解質を開発し、それを利用して従来にない

新規構造のリチウム-空気二次電池を世界で初めて開発した。そのほか、優れた耐電圧特

性を示す静電容量 40Ｆ級のカーボンナノチューブキャパシタセルを作成（エネルギー密

度 20Wh/Lを実現）、また、耐久性向上のため、ナノチューブの高純度化処理等の開発を

行った。さらに、民間企業と共同研究を行い、技術の移転を進めた。 

○太陽電池に関して、フイルムに熱損傷を与えない温度範囲で水蒸気透過率 0.02 g/m2day

のバリアフイルムを形成することができた。当該バリアフイルムに関して得られた知見

も用いることにより、アモルファスシリコン太陽電池のみならず、結晶系、CIGS系を含

む各種太陽電池のバックシート基材の高性能化等を通じて、太陽電池の長寿命化・信頼

性向上を実現するため産学官連携コンソーシアム体制を構築した。 

○カーボンナノチューブなどのリスク評価を実施し、ナノ材料リスク評価書中間報告版の

日本語版・英語版を新たに公開した（公開後数ヶ月の間に合計 2,000件近くがダウンロ

ード）。また、研究部門の持つ各種情報の整備と外部への情報発信のための見える化を一

層推進させた。 

○産総研と触媒会社とで共同開発した脱硫触媒の性能を実証し（約 6,000 時間の寿命試

験）、サルファーフリー軽油（硫黄分<10ppm）製造用の新規 CoMo 系脱硫触媒”LX-NC10"

として商品化に成功した。 
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＜評価＞ 

○従来の蓄電池に比して数百倍の容量を保有するリチウム電池の開発に成功するととも

に、国際的に懸案事項となっていた、工業ナノ材料のリスク評価を実施して、世界各国

から注目を浴びた。 

○今後幅広い市場インパクトが期待できる新規構造のリチウム電池の開発を高く評価。 

○太陽電池、燃料電池・水素等の新エネルギー技術開発の分野で計画を上回る成果を得て

いる。コンソーシアムによる太陽電池部材の開発、軽油の脱硫触媒の商品化、新規リチ

ウム電池の技術移転（予定）など産業界との連携も着実に図られている。 

○環境・エネルギー問題を克服し、豊かで快適な生活を実現することを視野に、環境安全

対策のために、最適な解決法の提供や、低環境負荷を実現する資源循環の促進、エネル

ギーの安定確保に向けた研究が推進されている。これまでの実績に加えて、２１年度に

は、脱硫触媒技術によるクリーンな軽油製造技術、新しいタイプのリチウム電池の開発

などに成功している。これらの成果は、国際的にも高く評価され、他の新エネルギー技

術の開発とも合わせて、環境と安全に配慮した社会作りに貢献する技術開発を推進して

いる。 

 

委員 ①  ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ ＡＡ （Ａ） 
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５．産業基盤を構築する横断技術としての計測 

評価技術の研究開発 

 
計測技術は、観測、実験及び生産等全ての科学

研究や産業活動の発展の基盤をなすものであり、

様々な分野における共通の基盤技術として広く利

用されている。広範囲にわたる産業活動を横断

的・共通的に支援し、産業技術の信頼性を向上さ

せるため、計測評価技術の研究開発を実施すると

ともにデータベースの構築や試験評価方法の標準

化を推進する。 

＜主な実績＞ 

○LED照明に関し、高強度 LED の全光束校正用の標準器（標準 LED）を開発するとともに、

LED測光量校正技術の産業界の普及を図った。また、LED照明に係る光度、分光応答度に

関して幹事国としてアジア太平洋地域の国際比較を行い、国際的な認知度を高めた。 

○複数点から発振される超音波伝搬映像化の技術開発に成功し、プラント配管を用いた実

証試験で欠陥の形状に依存しない欠陥検出が可能なことを実証した。また光ファイバセ

ンサを用いて 100MHz までの高周波歪みとき裂検出のための超音波を同時に測定するシ

ステムを用い、金属板 50m2で、1mm のき裂の検出に成功した。映像化超音波探傷につい

ては標準仕様書（TS）策定のためのワーキンググループを開き、TS原案を作成した。 

○カーボンナノ構造体を用いて 200keV以上の高エネルギーX線を発生できる可搬型装置を

開発し、X線非破壊検査に有用であることを実証した。 

○これまで検出困難だったシリコン・ウェハー内部の微小欠陥について、新規光計測技術

を適用した装置を試作し、200mmウェハーを 1枚/数分で検査できることを確認した。ま

た、理論計算から短波長レーザー光源を用いることにより、80nm 程度の欠陥まで検出で

きることを明らかにした。 

 

＜評価＞ 

○LED 測光量校正技術の普及に努めるとともに、新たな標準 LED の開発を行い、国の施策

であるグリーンイノベーションの推進に大きな貢献をした。 

○標準器として採用可能な標準 LEDのメーカーとの共同開発を高く評価。 

○構造体の务化・損傷診断技術の開発やシリコン・ウェハー検査システムにおける新技術

開発は実用化が近く、画期的かつ顕著な成果である。 

○カーボンナノチューブを利用した乾電池で起動する可搬型の X線源を開発し、ポータブ

ルな非破壊検査の応用範囲拡大に貢献した。 

○極薄厚さ標準物質の供給、ファインセラミックス原料粉体の分析手法の工業標準化や標

準物質の開発など知的基盤の整備ならびに産業発展の支援に貢献する成果が数多く生ま

れている。 
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委員 ① ② ③  ④  ⑤  ⑥ 平均 

評点 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ （Ａ） 

 

 

鉱工業の科学技術 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ （Ａ） 
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３－３．サービスの質の向上（地質の調査） 

評定結果 
○（・・・） 

１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ 

評価のポイント 

○南アフリカとの共同研究により、希土類金属の鉱床を現地調査し、JOGMEC と日本企業が南アの鉱山権益を確

保するための必要不可欠となるデータを得たことは高く評価される。 

○これまでに続き、沿岸海域の音波探査を行い、地質情報空白域の解消に努め、活断層データベースの機能向

上などを図ったことに係る社会への貢献度は高い。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．地質の調査 

 
地殻変動が活発な地域に位置する我が国におい

て、安全かつ安心な産業活動や社会生活を実現し、

また、必要な資源の確保を図るためには、国土及

び周辺地域の地質に関する状況を適切に把握し、

これに応じ必要な対応を行うことが求められてい

る。このため、国の知的基盤整備計画などに沿っ

て、国土及び周辺地域の地質情報の整備と供給及

び地震・火山等の自然災害による被害の軽減に関

する研究開発を実施する。また、アジアにおける

国際協力の強化及び地質基盤情報整備における先

導的役割の発揮に向けた取り組みを行う。 

＜主な実績＞ 

○南ア、モンゴルに分布するアルカリ岩、カーボナタイトに付随する新規希土類鉱床の現

地調査を実施し、南アの蛍石鉱床およびモンゴルの燐灰石鉱床から、希土類品位が高く

有望な鉱床を抽出した。特に南アフリカについては、南ア地質研究所等との共同研究に

おいて、同国内の鉱床を現地調査し、３つの鉱床から高い希土類資源ポテンシャルを発

見した。 

○能登半島北部沿岸域等における地質・活断層の調査研究成果を取りまとめた報告書を出

版するとともに、海陸シームレス地質情報集「能登半島北部沿岸域」として DVD出版し

た。本調査によって、地質情報空白域の解消が図られ、これまで未発見であった海底活

動層が明らかになっている。 

○約 80文献に示された断層位置情報についてデジタイズを行い、関連情報とともにデータ

ベースに入力した。データベースに収録されている活動セグメント位置のデジタルデー

タを Google Earth形式および ArcGIS形式でダウンロード可能とした。調査地点位置の

直接検索機能および英語版表示機能のシステムを作成した。 

 

＜評価＞ 

○これまでに続き、沿岸海域の音波探査を行い、地質情報空白域の解消に努めるとともに、

南アの鉱床を現地調査し、JOGMECと日本企業が南アの鉱山権益を確保するための必要不

可欠となるデータを得た。 
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○南アフリカとの共同研究による希土類金属の有望鉱床の採掘を高く評価。 

○いずれの課題も計画に沿って着実な進展が見られる。これらの成果は我が国の防災・震

災対策に大きく貢献するものと期待する。また、将来の資源探索に繋がる南アフリカ共

和国との研究協力も特筆される。 

○データベース作製，普及の面でこれまでの実績を活かした形での活動は特筆すべきと思

われる。特に、活断層データベースの機能向上など社会への貢献度は高い。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○国土の有効利用のために、地質情報の知的基盤構築、地質現象の将来予測と評価技術の

解明等において、産総研の総合力を生かした地道な取り組みが進められ、成果を挙げて

いる。大陸棚画定調査は、わが国の国土や資源の確保のために役立ち、政策に即した成

果であるが、残念なことに、自己評価では高く評価されていない。評価法を改善すべき

であろう。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  平均 

評点 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ ＡＡ （Ａ） 
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３－４．サービスの質の向上（計量の標準） 

評定結果 
○（・・・） 

１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ 

評価のポイント 

○産総研の役割は極めて重要となる計量標準の分野において、標準開発から標準供給まで、世界でトップクラ

スの標準機関であることを示す成果をあげている。 

○LED測光量手法の確立、第三者機関への校正技術の移転は、日本製品の品質向上や信頼性向上に繋がることが

期待されるとともに、超精密光格子時計の開発とその国際標準認定取得については、高く評価される。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．計量の標準 

 

産業、通商、社会で必要とされる試験、検査や

分析の結果に国際同等性を証明する技術的根拠を

与え、先端技術開発や産業化の基盤となる計量の

標準を整備するとともに、計量法で規定されてい

る法定計量業務を適確に実施することにより、我

が国経済活動の国際市場での円滑な発展、国内産

業の競争力の維持・強化と新規産業の創出の支援

及び国民の安全かつ安心の確保に貢献する。 

 

 

 

 

＜主な実績＞ 

○LED照明に関し、高強度 LED の全光束校正用の標準器（標準 LED）を開発するとともに、

LED測光量校正技術の産業界の普及を図った。また、LED照明に係る光度、分光応答度に

関して幹事国としてアジア太平洋地域の国際比較を行い、国際的な認知度を高めた。（再

掲） 

○誤差 137億年に１秒となる光格子時計の開発を行った。具体的には、光格子時計遷移観

測用狭線幅化レーザーの線幅評価のために、高速に周波数を制御可能なファイバコムを

作成し、mHzレベルの相対線幅を確認した。 

○軟 X線空気カーマ標準の APMP 内における国際比較のパイロットラボとしての実施、マン

モグラフィ標準の BIPM との国際比較及び Co-60γ線水吸収線量標準の APMP 内および

BIPMとの国際比較に参加した。 

○特定標準器による校正および依頼試験により校正サービス約 1740件(平成 22年 4月中旪

確定)、標準物質頒布約 700 件(平成 22年 4 月中旪確定)を実施し、計量標準の供給を行

った。 

＜評価＞ 

○当分野は、我が国産業競争力維持の基盤となる分野であり、本研究所の役割は極めて重

要であるが、２１年度は本格研究の推進モデルたるマイスター制度において顕著な成果

をあげ、かつ、国際的な貢献も着実に行っており、高く評価したい。 
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○標準開発から標準供給まで、世界でトップクラスの標準機関であることを示す成果をあ

げている。LED 測光量手法の確立、第三者機関への校正技術の移転は、日本製品の品質

向上や信頼性向上に繋がることが期待される。 

○超精密光格子時計の開発とその国際度量衡委員会における周波数標準への採択を高く評

価。 

○産業基盤を構築する計量標準の整備に努め、計測評価技術の創出と、それらを包括する

ハブ機能の拡充に努力している。地味ではあるが、様々な成果が挙がっており、特に、

マンモグラフィＸ線診断用線量標準の開発は、安全な乳がん診断のために役立つ成果で

ある。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○産業競争力の強化に向けた計量標準整備が着実に実行されており、産総研が世界でトッ

プクラスの標準研究機関であることが国際的に認知されたことは、喜ばしいことである。

ＬＥＤ測光量校正技術の普及と新たな標準ＬＥＤの開発は、日本のＬＥＤ技術を普及・

発展させるために役立つ。産業界と連携して、成果を社会に広く発信することも必要で

ある。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ｂ Ａ Ａ ＡＡ Ｂ Ａ （Ａ） 
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３－５．サービスの質の向上（情報の公開等） 

評定結果 
○（・・・） 

１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：Ａ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ａ 

評価のポイント 

○産総研オープンラボの開催や、サイエンスカフェの開催、新ジャーナル「Synthesiology」の発刊など積極的

に情報発信の努力を行った点は高く評価でき、実効性のある取り組みである。 

○また、成果の公表については、ホームページの一層の充実に向けた努力が進められるとともに、情報の公開

は、着実に進められている。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．情報の公開 

 
公正で民主的な法人運営を実現し、法人に対す

る国民の信頼を確保するという観点から、情報の

公開及び個人情報保護に適正に対応する。  

 

 

 

＜主な実績＞ 

○産総研オープンラボを 10月に開催し（参加人数 3068人）、研究成果の情報発信に貢献し

た。 

○「産総研サイエンスカフェ」を 6回、「出前講座・実験教室」を 23回開催し、一般市民

や青尐年の科学技術への興味・理解の増進に貢献した。つくばセンター、東北センター

において JSTと連携して高校生を対象としたサイエンスキャンプを実施し、科学技術の

理解増進に貢献した。産総研を広く知ってもらうために、科学館や地方自治体と連携し

た「産総研キャラバン」を 7回開催して、一般国民に対して、産総研の研究成果を積極

的に発信した。 

○学術誌「Synthesiology」を和文版と英文版で発行し（和文版、英文版ともに 4回発行）、

本格研究の普及に努めた。 

○産総研の「見える化」を図る一環として、日刊工業新聞へ産総研特集の連載企画を提案

し、10月から毎週 1回、産総研の研究者と研究成果を紹介する記事の連載が開始された。 

○産総研公式ホームページ掲載の情報提供について常時点検し、独法情報公開法に基づく

公表事項（組織、業務、財務、評価部・監査等）を最新情報に更新するなど情報提供内

容の充実を図った。 

○つくばセンター情報公開窓口・資料室で公開している研究成果資料の整備等を行い、一

覧可能なリスト（2,973冊→3,067冊）を更新し、情報提供のサービス向上を図った。 

 

＜評価＞ 
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○産総研オープンラボの開催や英文雑誌の創刊等、積極的に情報発信の努力を行った点は

高く評価できる。 

○オープンラボの開催、産総研ブックスの発行などを高く評価。 

○成果の公表については、ホームページの一層の充実に向けた努力とサイエンスカフェ実

施の試みなど、絶えざる前向きの姿勢が評価される。個人情報管理の充実に向けた施策

も進んでいる。 

○「産総研の見える化」のもと、「産総研オープンラボ」に加え、サイエンスカフェの開催、

新ジャーナル「Synthesiology」の発刊など、引き続き産総研の活動や成果が見えるよう

な活動が行なわれている。 

○情報の公開は、着実に進められている。広報活動も盛んに行われ、オープンラボやサイ

エンスカフェの開催は、実効性のある取り組みである。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ （Ａ） 
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４．財務内容 

評定結果 
○（・・・） 

１６年度：Ｂ、１７年度：Ｂ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ 

評価のポイント 

○財務内容の改善に関しては、着実な努力がなされており、特段の問題はない。また、収支計画及び資金計画、

剰余金の適正化等に関する産総研からの説明は妥当であり、特段の問題はない。 

○保有資産については、つくばを含む各地域センターは、全国平均で９０％弱の高いスペース利用率を実現す

るなど、産総研全体としての資産の有効活用を図っている。また、いくつかのサイトでは、必要性の精査の

結果、現在、整理･廃止が進展中・実行中であり適切である。 

○金融資産に関し、保有する現預金については、支払い期日管理の徹底など財務管理のきめ細かな対応により、

一定の運用利益が期待できる可能性もあり、そのリスク・安全性を踏まえつつ、検討を望みたい。 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．運営費交付金を充当して行う事業について

業務運営の効率化に配慮した中期計画の予算を

作成し、当該予算による運営を行う。また、積

極的に外部資金の増加に努め、総予算に対する

固定的経費の割合の縮減等の経営努力を行う。 

○ 外部資金等の自己収入の増加にこれまで以

上に努める。 

○ 大型機器の共通化、管理業務等の効率化を図

ることなどにより、固定的経費の割合を縮減

する。 

＜主な実績＞ 

○ 平成２１年度は中期目標期間の最終年度であることから、独法会計基準に基づき、利益

剰余金１８７億円の全額を積立金とした。このうち、自己財源で取得した固定資産の簿

価相当額１６２億円を含む、１６８億円を次期中期目標期間繰越積立金として申請し

た。 

 

【自己収入の増加】 

○ 平成２１年度の自己収入は２９８．３億円であり、平成２０年度比で３２．５億円増加

した。なお、収入にしめる自己収入比率は１年間で２．２％増大した。 

○ 共同研究等を推進するための制度（民間企業等からの資金提供型共同研究及び受託研究

を奨励し、さらに推進する制度）を活用した資金提供型共同研究等の加速を図るため、

「産総研共同研究事業」（補正予算）を確保し、当該研究を受け入れた研究に対し研究

費を追加的に付与し、効率的に運用を行った。追加的な研究費の付与にあたっては、資

金提供型共同研究等に対し共同研究支援審査委員会の審査を踏まえ、研究開発の内容や

費用対効果の観点も加味し研究費の付与額を決定した。これらの制度活用により民間企

業等からの外部資金受入額は平成２１年度末に４２．１億円になった。 
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【固定的経費の割合縮減】 

○ 固定的経費の割合は平成２０年度６７．４％に対し、平成２１年度は６３．４％に低下

した。 

○ 産総研が保有する先端機器および研究人材を社会と共有するために、先端機器共用イノ

ベーションプラットフォーム（IBEC-IP）の体制整備を行った。これにより、研究開発

支援や技術移転等が一層促進され、所全体としての大型設備の不必要な多重導入が抑制

され、固定的経費等の縮減に繋がった。 

 

＜評価＞ 

○財務内容の改善に関しては、着実な努力がなされており、特段の問題はない。 

○収支計画及び資金計画、剰余金の適正化等に関する産総研からの説明は妥当であり、特

段の問題はない。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○財務運営面で特に問題とすべき大きな問題は認められないが、今後一層検討を重ねるべ

き点がある。 

○期末余裕資金の水準は巨額であり、期中における最低保有水準を精査した上で適切な運

用を検討すべきと思われる。 

 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

評点 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ （Ｂ） 

 

 

２．保有資産の有効活用【必須】 

 

 

＜主な実績＞ 

【実物資産】 

○中国センターの移転整備に必要な財源とするために次の資産の売却を実施した。 

関西センター扇町サイトの土地（大阪府大阪市、2,318 ㎡）売却については、一般競争
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入札を行ったうえ、８月に不動産売買契約を締結し、２月に所有権移転登記を完了した。  

九州センター直方サイトの土地（福岡県直方市、22,907㎡）及び建物の売却については、

昨年度に引き続き、再度、一般競争入札を実施したが応札者がなく売却できなかった。 

                                （単位：千円） 

用途 種類 場所 帳簿金額 利用状況等 

（九州ｾﾝﾀｰ直方ｻｲﾄ） 

研究開発事業 

土地 福岡県直方市 

頓野 1541 

53,900 ・ 平成 20 年度に売却処分に向けて一

般競争入札の手続きを行ったが、入

札不調であった。平成 21 年度に再

度の一般競争入札を行い、公告期間

を長く設定し、不動産会社等への売

却情報の提供を行ったが入札不調

であった。 

・ 今後は、平成 22 年 5 月に成立した

独立行政法人通則法の改正にある

「不要財産に係る国庫納付」の適用

について検討を進める。 

建物 同上 20,658 

 ※土地（敷地、樹木） 

※建物（建物、建物付帯設備、構築物、機械装置含む） 

 ※帳簿金額（平成２１年度期末簿価） 

※単位未満四捨五入 

 

【金融資産】 

○産総研における金融資産は、現金・預金であり、預金保険制度により全額保護の対象と

なる決済用普通預金において管理している。当該金融資産は、資金運用が義務付けられ

ている基金とは異なり、研究開発事業などに充てるため、使途が特定されている決済性

の現金・預金であり、ペイオフを回避する必要があることなどから、現時点では資金の

安全性の確保を優先し研究業務に支障をきたさないために、資金運用を行っていない。 

 

＜評価＞ 

○中国センターにおいては、バイオマス研究センターを中心として、アジア・バイオマス
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構想の実現に向けて研究開発を実施しているが、同センターのイノベーションハブとし

ての機能を高めるため新たな中国拠点を設けることにした。新しいサイト確保のため、

旧中国センター、関西センター扇町サイト、九州センター直方サイト等の売却、特許収

入の等の計画的積立を行って、産総研全体としての資産の有効活用を図った。 

○つくばを含む各地域センターは、全国平均で９０％弱の高いスペース利用率を実現して

いる。実際、技術指導件数も高い水準で推移し、共同研究件数も順調に増加している。 

旧中国センター、関西センター扇町サイトおよび九州センター直方サイトの売却も進め、

自己資本を基本にした関係部署と連携し、新たな中国拠点を整備する計画も適切である。 

アウトソーシング等による管理業務の効率化も引き続き積極的に行われている。 

○国内各地のいくつかの「サイト」は、必要性の精査の結果整理･廃止が進展中で指摘を誠

実に実行中であり適切である。 

○知的財産の管理・活用に関してもきめ細かなマイルストーン管理を行って、費用対効果

の最大化を目指している点は評価できる。 

○保有資産の有効活用も順調に進められており、遊休施設の処分が進んでいる。 

 

＜指摘・コメント＞ 

○研究施設の償却については問題はないが、土地活用についてはケースバイケースの課題

がある。土地の国への返納制度なども検討すべきものと思われる。 

○資産の最大限有効活用、不使用のものは早期処分等を実施すべきである。 

○金融資産については、期末に２３４億円という巨額の現預金がありながら、ゼロに等し

い受取利息の水準である。期中の平均的な余裕資金水準次第であり期末の水準を持って

不適切とは一概に言えないが、常識的には支払い時期などの調整、期日管理の徹底など

財務管理のきめ細かな対応があれば、安全な資産による運用でも一定の運用利益は期待

できるはずと推測され、この面での検討を望みたい。 

○知財については、長期的戦略、運用についての方針の確認、また、関わる費用、収益等

財務面でのデータ開示を望む。 

 

３．欠損金、剰余金の適正化【必須】 ○ 欠損金及び当期総損失の発生はなし。 

 

【剰余金、当期総利益】 
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○ 平成２１年度利益剰余金は１８，７４２百万円で、その内訳は前中期目標期間繰越積立

金１，６０９百万円、研究施設等整備積立金３５４百万円、積立金１５，４８０百万円、

当期末処分利益１，２９８百万円である。 

このうち、１６，１６５百万円は自己財源で取得した有形固定資産の簿価であり、非キ

ャッシュ性である。 

 

＜評価＞ 

○ほぼ全て中期目標を達成しつつ、理事長以下職員の努力よって、申請ベースで、170 億

円弱の中期目標期間繰越積立金を確保した点は、高く評価すべきである。 

○当期損益の処理は適切に行われており問題は認められない。また期末に 180億円を超え

る利益剰余金を保有しているが、中期計画第２期中に取得した固定資産簿価見合いの非

キャッシュ性積立金とのことであり、その水準保持は妥当である。 

○平成２１年度決算における利益剰余金約１８７億円の大半（約１６０億円）は非キャッ

シュ性の積立金（企業での減価償却費に相当）であり、当期未処分利益は知的所有権収

益などで適正な範囲と判断できる。 

 

４．リスク管理債権の適正化【必須】 ○産総研は、「貸付業」の業務を行っていないため、銀行法等に定義しているリスク管理債

権は生じない。 

５．その他【必須】 ○出資業務を行っていないため、該当はない。 
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＜貸借対照表＞ 

 

 
特筆すべき事項 

○資産の大部分は、国からの現

物出資、独立行政法人後に運

営費交付金・施設整備費補助

金・受託研究費等を財源に取

得した固定資産である。 

○利益剰余金の大部分は、自己

財源（受託研究収入等）で取

得した固定資産の簿価相当

額で、翌期以降の減価償却に

伴う欠損に充てるために積

み立ててある非キャッシュ

性の積立金である。 

○土地減損損失累計額の昨年

度比△４７７百万円は、中部

センター瀬戸サイトの敷地

について、固定資産の市場価

格が著しく下落し、今後の回

復が認められないため減損

を認識したものである。 

貸借対照表（Ｂ／Ｓ） （単位：百万円）
H22.3.31現在 H21.3.31現在

資産の部 金額 金額
流動資産 33,927 24,946
　　現金・預金 23,448 17,801
　　未収金 9,064 5,805
　　その他 1,415 1,340
固定資産 342,838 334,687
　　建物等 434,191 405,598
　　建物等減価償却累計額 △ 206,588 △ 188,523
　　建物等減損損失累計額 △ 121 △ 121
　　土地 110,411 111,515
　　土地減損損失累計額 △ 576 △ 99
　　建設仮勘定 2,345 3,283
　　産業財産権 683 534
　　その他の無形固定資産 2,107 2,113
　　投資その他の資産 386 387

資産合計 376,765 359,634

負債の部 金額 金額
流動負債 31,980 24,018
　　運営費交付金債務 - 6,176
　　未払金 27,481 16,117
　　その他 4,498 1,726
固定負債 27,547 24,801
　　資産見返負債 27,276 24,526
　　長期前受金 215 195
　　長期リース債務 11 26
　　退職給付引当金 45 53
負債合計 59,527 48,820

純資産の部 金額 金額
資本金 286,086 286,086
資本剰余金 12,410 6,741
利益剰余金 18,742 17,987

純資産合計 317,238 310,814

負債純資産合計 376,765 359,634
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＜損益計算書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特筆すべき事項 

○研究収益の大部分は、資金提

供型共同研究収入である。 

○臨時損失の大部分は、固定資

産（研究機器・設備等）の廃

棄処分により発生した除却

損である。 

○平成２１年度は第２期中期

目標期間最終年度であるた

め、期末処理において運営費

交付金債務の残の全額を運

営費交付金収益に振り替え

た結果、当期総利益は前年度

比１，０３６百万円増となっ

た。 

 

損益計算書（P／L） （単位：百万円）
H21.4.1～H22.3.31 H20.4.1～H21.3.31

金額 金額
　　研究業務費 84,153 80,250
　　　　人件費 39,432 39,054
　　　　減価償却費 11,178 11,937
　　　　その他 33,544 29,259
　　一般管理費 11,613 12,321
　　　　人件費 6,160 6,585
　　　　減価償却費 308 304
　　　　その他 5,146 5,432
　　財務費用 － －
経常費用 95,767 92,571

　　運営費交付金収益 69,306 64,180
　　物品受贈収益 1,935 1,820
　　知的所有権収益 333 586
　　研究収益 3,439 3,309
　　受託収益 19,753 19,845
　　その他 2,161 1,742
経常収益 96,928 91,482
経常利益(△：経常損失) 1,161 △1,089

臨時損失 518 364
臨時利益 463 413
当期純利益（△：当期純損失） 1,106 △1,041
前中期目標期間繰越積立金取崩額 135 1,275
目的積立金取崩額 57 28

当期総利益 1,298 263
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